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昭和電工と中国との長い付き合い
肥料貿易と石油化学での協力
■大橋光夫

日中経済協会副会長、昭和電工株式会社相談役

20 中国企業市民の素顔

顧客中心とチャレンジ精神で日本社会の変革に融合
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公的消費制限の影響、高級月餅市場に打撃、ダフ屋にも波及

■卞 静 日中経済協会上海事務所
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弁護士法人キャスト

情報クリップ
大気改善設備技術交流ミッション訪中 ほか
JCNDA NEWS
2013 年９月の日中東北開発協会の活動から

本誌に記載されている記事などの内容や意見は、
外部原稿を含め執筆者個人に属し、
日中経済協会の公式意見を示すものではありません。

弁護士

巻頭言

これからの日中経済の発展と
民間交流

日中経済協会副会長、
株式会社東芝取締役会長

後半となり、日本が推し進める経済再生に日本企業の

れまでにない記録的な暑い夏を向かえた 2013 年も

国経済が互いに期待に見合う発展を実現することで、両国が

事業を行うことにより、互いの経済発展の基礎を醸成し、両

日中両政府、日中の企業が共同で研究や開発、インフラ開発

これまで培ってきた戦略的互恵関係の新たな発展の糸口を見

期待も大いに高まりつつあります。今年 月には、日中平和
友好条約締結から 周年を迎えましたが、昨年秋以来、残

出すことができると期待しています。

東芝の中国における活動としましては 年から清華大学

年にさらに清華大学「東芝エネルギー・環境研究センター」

と、エネルギーと環境技術に関する共同研究をスタートし、

07

念ながら日中関係は厳しい局面を迎えたままです。
そんな中、世界経済発展の中心はアジア地域に移行し、

年には日中韓とインドを合わせ世界 GDP の約 割を占め
ようとしています。 世紀に経済発展のみに注力してきた世
界各国も、 世紀には世界経済発展に伴う地球環境の保全
や、資源・エネルギーの制約（省エネ対策）という新たな課
題に取り組む必要が出て参りました。
中国では内需拡大と経済成長モデルの構造調整を進めてお
り、今後、さらに進む都市化においては、その発展過程にお
ける環境保全強化や省エネ対応された経済システムの適用は
大きな課題となっています。
世界経済の発展とその課題は日中両国の発展においても

を設立、これまで プロジェクトを超える共同研究、共同開

発を行ってきました（ 年から 年に開催された日中省エネ

と共同で毎年開催し、日中両国の環境協力プロジェクトを推

ら中国へと訪れる、個人レベルの交流と相互理解がベースに

えるのは、今も昔も変わらず中国から日本へ、また、日本か
進、また今年

クを設置、PM2・ 問題など中国大気汚染問題に日本政
府と企業が課題の解決に貢献することを目的に活動していま

だと考えています。私としましては、民間交流から広がる日

民間交流を強い意志をもって継続していくことがとても大切

5

す。 月には日本の自治体や企業の省エネ・環境技術を中国

なっています。交流の分野や立場は問わずとも、こういった

月には、中国大気汚染改善協力ネットワー

また、その戦略的互恵関係の発展、両国の経済発展を支

い、産官学あげての固い意志が重要となるでしょう。

貢献できる土壌作りに今後とも日中両国が協力を惜しまな

が、日中両国の更なる経済発展と戦略的互恵関係の深化に

このような日本企業各社が保有する、省エネ・環境技術

を進めています。

しては、中国地方都市とのエコシティ推進に関する協力関係

ルギー・環境総合フォーラムで紹介）
。また、都市化対策と

12

4

共通の課題であり、日中経済協会では 年から日中省エネル

20

30

35

20

ギー・環境総合フォーラムを国家発展改革委員会、商務部

11

8

06

10

21

3

中央政府および関係企業にアピールすべく交流ミッションを

中友好の発展に大いに期待すると共に、日中経済協会の副会

ぜひとも皆さまのご協力をお願い致します。

長として、日中両国の経済発展にも貢献して参りますので、
業に派遣する予定です。

北京に派遣し、さらに 月と 月には、地方政府と関係企

9

10

11

日中両国は、このような環境保全、省エネルギー分野から
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習政権が誕生してから約 1 年、安定した持続可能な経済成長を目指し、政府は国
有企業改革などの経済構造改革に着手している。国有企業改革が真に実現し、産業
構造の高度化が着実に進展するために克服するべき課題は何か。本スペシャルレポー
トはこれらの論点を分析し、中国の構造改革の今を読み解く。
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政治の動きを見つめる
まなざし

民進」へ、実現の可能性はいかに？

習の蜜月」が生まれていた。

知識人を喜ばせ、「中国の知識人と

党書記に就任した当初の習の行動は

を語っていた。こうした期待を受けて

てくれるのではないか、という可能性

ゴルバチョフのように改革に舵を切っ

話が複数からも聞かれた。一方で、「文

は受け入れられない」というような

口はない、

思想への回帰路線などに進んでも出

いる信号が混乱している」、「毛沢東

ちの間では、「今は政府から出てきて

しかし、この行動も 年 月、全

であった蒋潔敏を、国有企業を統括

油天然気集団（CNPC）の董事長

識人をがっかりさせたのは、中国石

ていく。その中でも特に改革派の知

されるころになると、少しずつ冷め

国人民代表大会で政府の幹部が選出

い。そう思うと、 年代や 年代の

（ジウリンホウ）も受け入れられな

も、八〇後（パーリンホウ）
、九〇後

トはもちろんホワイトカラー（白領）

ない。毛沢東回帰路線など、エリー

力闘争だけで、国の行く末は決まら

革のころを思えば、政府トップの権

だ。精英
（エリート）

t
i
x
E
o
N

有企業改革など朱鎔基のやり残した

習は 年の党書記就任直前から、国

選んだ。TPP への参加にも興味を

仕事を引き継ぐという姿勢を密に見

3

はたして習近平は、改革派なのか、
保守派のどちらなのか？これは、この
夏、北京の知識人の友人と話しをし
たときに、かならずたどり着いた話
題であった。 月 日に、サウス・チャ
イナ・モーニング・ポストが、「習が『中
国夢』から「毛沢東思想」に言及し、
「思想闘争に打ち勝つ」という指示
を出した」と報道した。これと同時
に、
「習は改革派か、保守派なのか？」
というウェブサイト投票を行っている。
ここで、 ％の投票者は「習は保守

通信などの分野に民間資金を引き入れ、市場の力を活用すると強調した。
「国進民退」から「国退

な経済システムの構築を謳っていた。

ていくと表明した。また、構造改革の一環として、これまで国有企業が独占してきた石油、金融、

しめした。その前に発表された、世

革を行う、と言っておきながら、最

そして習近平はどこへ行こうとしてい

秋の三中全会を通じて、中国政府

権力闘争に比べて安心できる」とい

もごり押しの強いプレイヤーである

るのか。この結果は、今後

する国有資産管理委員会のトップに

CNPCのトップを、
企業の競争ルー

国の行く末を占うことになる。党の

う意見もあった。

ルを監督するレフェリーの地位に持っ

結論を知識人たちは文字通り固唾を

年の中

てくるとは、どういうつもりなのか。

のんで見守っている。

まっていった。李克強が改革の一つと

して行政の批准権を廃止する方針を

打ち出した。すると、鉄鋼やアルミ

国有企業という存在は、中国の国

電解工業、セメントなどいわゆる「生

産能力の過剰」が見られる業種から

動を集 中させた。 社 会 主 義、 共 産

営 資 本を接 収し国 有 企 業に生 産 活

きた。計画経済時代においては、民

家のあり方につよく結び付けられて
年 月 日）
。

たという報道もある（蘭格鋼鉄

慎重な意見が出てきて政策が停滞し

国有企業をめぐる
イデオロギー対立

改 革 派の知 識 人の間には不 安 が広

任命したことであった。国有企業改

80

10

派である」と答え、 ％は「わから
ない」
、 ％のみが「改革派だ」と答
えている。
しかし、2012 年 月に中国共
産党総書記に就任した直後、習の行
動は、胡錦涛と対照的に改革に積極
的であるイメージを打ち出していた。
1982 年制定憲法記念会の場では
「法による国の統治」を貫徹すると

李克強首相は 9 月に、大連での演説で安定成長を目指して国有企業改革などの構造改革を進め

せていたらしく、北京の知識人もし

宣言し、最初の外遊地として深圳を

リスタートした国有企業改革

界銀行と国務院発展研究中心との共

12

この夏に話した北京のエリートた

3 JC ECONOMIC JOURNAL 2013.11

70

16

くは精英（エリート）たちは、実は

13

学習院大学経済学部教授

渡邉真理子

9

同レポート、China は、 平等

10

11

30

5

国進民退から戦略的調整へ
再転換するのか？
12

23

63
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主義市場経済体制をより改善するた

4
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年第 回党大会で確認された「社会

める」と限定した（第１表の左列参

めの若干的問題」では、次のように

国家の安全と自然独占の範囲にとど

鋭く対立するようになっていった。胡

照）
。同時に「国有経済は、「進む（＝

での経済改革を担ってきたグループと

していた。「国有企業は共和国の長
政権末期にあたり、国有企業をめぐ

国有資産の管理体制を定め、国有企

主 義の象 徴として国 有 企 業は存 在
年代に

拡大する）
」ことも「退く（＝退出

子」なのである。その後、
る問題は、政治的なイシューとしてリ

れていた。つまり、「国 有 資 産 管 理

市場経済化への道を模索するプロセ

識されるようになってきたのである。

体制を構築すること」、「ごく少数の

回党大会で示された原則に反し

という体制の構築も試みられた。

物資源の採掘を国有企業が独占する

ていた。レアアースや石炭といった鉱

地域独占体制に近い体系が形成され

いるものの、国有の電力集団による

も、発電と送配電の分離は行われて

進めていった。また、電力に関して

象徴されるように急速な投資拡大を

は、劉志軍部長のもと、高速鉄道に

による拡大が進んでいった。鉄道部

政策はとん挫し、かわりに国有部門

しかし、現実にはこの競争の導入

を導入する、としていた。

府と企業の分離を行い、ともに競争

電気、ガス、熱などの供給）は、政

道、郵便、都市ユーティリティ（水道、

業 改 革と企 業の再 構 築 を 行い、 鉄

通信、電力、旅客航空については企

謳われていたのである。具体的には、

これに加えて「独占体制の打破」が

化、混合所有制度化を進めること」、

しかし、胡錦濤政権期に入り、こ
りと拡大する動きが進んでいた。

国家独資企業以外は、積極的に株式

業の活動範囲を限定する方向が示さ

国有企業をどう扱う

の国有資本が活動する範囲がひっそ

する）
」こともある存在である、と認

か、 民営企業の存在を認めるのか、
をめぐる政 治 的 対 立は、 深 刻 化し

の間からは、国有企業をめぐるイデ
のか。こ れ は、 党 の 決

業 改 革と発 展に関 する

で、 国有企業を有限責

03

ていった（歴史的経緯の詳細は渡邉
［2013］参照）
。
国有企業をめぐる党の

オロギー的な議論を復活させたいとい
定が方 向 性を定めてき

あくまでも、「公有制経済においては

若 干の重 大 問 題に関 す

の成立直後から始まり、徐々に国有

任法人とし、 株主を確

「国有資 産管理委員会の
国有資本の調整と国有企
業の再構築に関する指導
的意見）
」
（国発弁［2006］
97 号文件）

中国経済の成功が確かなものにな

う願望が頭をもたげ始めた。朱鎔基

た。 朱鎔 基が主 導した

多様な経済主体が存在する」という

る 決 定 」（ 第

企業の地位を保全する動きの巻き返

定 することで会 社とす

文件名

「中国共 産党中央 委員会
の国有企業改革と発展に
関する若干の重大な問題
に関する決 定」
（15 大 決
定）

決定

の改革のプロセスにおいても、ソ連東

国有企業改革の基本路

原則をもとに中国を中国たらしめて

会決定）で決められた。

しが進んでいた。先日収賄罪などが

ることが可能になった。

2006 年 12 月

るにつれ、政府、官庁、知識人の一部

欧諸国で起こったように国有企業の存

年の「国有企

いるもの、社会主義中国の象徴とし

この決定によって、公有

線は、

ての国有企業を護持するべきである、

制企業は多様な形を取

在を否定する、ということはなかった。

という、「国有経済護持論」である。

りうることを認めたこと

確定した薄熙来を支持するグループ

また、 同 時に「国 有 企

回党大

こうした動きは、 年の胡錦涛政権

は、国有企業の存在をレーゾンデー

国有資本を集中
させる分野

15

国家の安全、重要なインフ
ラおよび重要な鉱物資源
に係わる産業、公共財、公
共サービスを提 供する産
業、支柱となる産業、ハイ
テク産業の中心となる企業

国家の安全に係わる産業、
もしくは自然 独占の産業
において、公共財、公共サ
ービスを提供し、支柱とな
る産業、ハイテク産業の中
心となる企業

99

業 の 活 動 す る 範 囲 を、
注１

1999 年 9 月

80

と考える左派が主で、これま
トル

発布年

国有企業と権力：国有企業が
もたらす社会への弊害

スタートしたといえる。

（出所）天則経済研究所 2011 を参考に各文件より筆者作成

スで、国有企業をどのように扱うの

16

16

国有資本を戦略的に集中させる分野の定義
第１表

03
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て、なぜこうした国家独資企業の拡
は、党の決定よりも国有資産管理委

経営が認められている産業において、

品の流通秩序に関する意見（ 号文

年に発布された「さらに

石油製品の市場秩序の整理と規範化

件）
」と

を保護し、商品、価格などについて

することについての意見（

国家はこの事業者の適法な事業活動

現実を縛ることになったことである。

は監視し、消費者の利益を保護し、

員会という一部門の規定がより強く

この質問を投げかけると、「劉志軍
そうして関連する法規にもこの国有

である。この二つの通達は、その後

文件）
」

の肝が大きかったからだ」というよ

技術革新を促す。
」とある。この「法

志向、政治的な関係はもちろん大き

か、独占禁止法そのものなのか、そ

律」という言葉がどの法律をさすの

トや 年に制定された独占禁止法の

に加盟した WTO でのコミットメン

号文件）である。この意見において、

が、 年に国有資産管理委員会が定

いえ、制度的な根拠もあった。それ

け取れる表現である。また、物権法

法第 条の「国有経済規定外」と受

法の国家所有の規定および独占禁止

するものとして有名なものは、物権

法律の上で、国有経済護持を支持

法行為は明らかである。しかし、業

めており、所有制にかかわらず、違

的地位の濫用」の内容を具体的に定

た。とすると、独占禁止法は「支配

府の通達などなのかがあいまいであっ

れとも特定の事業の設立を定めた政

という法治の原則が無視された結果

の規定が矛盾していても放置される、

る寡占の原因である。上位法と下位

が、現在にまで至る石油流通に関す

廃止されずに有効とされていること

規定と矛盾しているにもかかわらず、

く影響していると考えられる。とは

72

条においては、「国家の財産、

「国有経済護持」
を助長する条項

経済護持の傾向が表れてくる。

大が現実には可能だったのだろうか。

38

うな説が返ってくる。劉の個人的な

01

の第

08

国 有 経 済の定 義、 国 有 企 業がどの
が微妙に変化する。第１表で示した

分野で活動するべきか、という定義
方で、 同法第

条においては、「公

侵害してはならない」と謳っている一

所有権は、どのような組織や個人も

を優先すべきなのかが決められてい

ば、独占禁止法と業界法規のどちら

界の法規などがそれを指すのであれ

大橋、2013）
。

生まれた独占である（加藤・渡邉・

の再構築に関する指導的意見」（

とおり、 年の党大会決定では「自

97

めた「国有資本調整および国有企業

06

学術的な定義のある自然独占ではな

産業」に置き換わっていたのである。

ラおよび重要な鉱物資源にかかわる

年のこの文書では、「重要なインフ

然独占の産業」とされていたものが、

ガスパイプラインなどのインフラにつ

道 路、 電 力 設 備、 電 信 設 備、 石 油

ている。そして、第 条には、
「鉄道、

動産を徴収することを認める」とし

組織や土地、個人の住宅その他の不

共の利益のためには、集団の所有の

費者に損害を与える。そうした典型

国有経済護持の傾向が、社会や消

紀、2011a）
。

ないままで時間が過ぎていた（新世

る必要があるが、それがはっきりし

らぶという「油荒」が頻発してきて

不足し、市民が長い行列を作ってな

果、 ディーゼルやガソリンの供給が

もうひとつは大気汚染の問題である。

をもたらしている。ひとつは油不足、

着は、中国の社会に大きな負の影響

国有企業による独占、権力との癒

より企業の競争条件に影響するの
は、独占禁止法である。独占禁止法

中国国内の石油流通は、国有企業

ないために、油不足が起こっているわ

原油を買う資金力はある。買う力が

いる。現在の中国は十分に海外から

社による寡占体制になっている。こ

ていた。

（中国石油と中国石化）に認めた結

石油製品流通の独占を国有企業２社

く、ストレートにインフラと鉱物は

いては、法律が国有と定めた場合は、

的な状況が、石油加工産業で起こっ

である。
結果的には、
この文件をきっかけに、

条には、「国民経済の命脈と国

られてきた国有経済の活動範囲を限

的な地位を維持している国有経済、

家安全にかかわる産業において支配

のは、 年に制定された「小型製油

の寡占が発生する根拠となっている

ルやガソリンの小売価格を低めに抑

けではない。主な原因は、ディーゼ

第

定する動きが、「国進民退」に向かっ

えてきた結果、原油価格の高騰を転

工場の整理整頓と原油および石油製

2

52

およ び「法 律」に基 づき専 業 専 売

「戦略的調整」という名の下に進め

石油加工産業の独占の弊害

国有資本が独占する、ということを、

国家所有とする」と明記している。

42

この意見で密かに宣言してしまったの

99

て反転することとなった。奇妙なの
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7

41

7

06

99
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た暴挙が可能なのは、石油流通の独

損失を回避したためである。こうし

品の販売をストップするという形で、

上げようとしたにもかかわらず、石

油の汚染基準を環境保護部門が引き

て、 車のガソリンおよびディーゼル

ら 対 応 をしよ うとしてきた。 そし

国の環 境 保 護 部 門はかなり以 前か

環境問題としてこの問題をとらえ規

を示したものである。これをみると、

を決定する委員会のメンバーの構成

２表には、石油製品の技術的な要求

決定権を握っているからである。第

府の行動を正す必要がある。しかし

な市場競争を実現するためには、政

独占禁止法の精神を貫徹し、平等

向である。

用の対象として適用しようとする傾

的には、独占禁止法を国有企業も運

石油大学

1

自動車会社

1

3
環境保護部門

2

2

現する障害になっている、典型的な

費者や社会の利便性やよい環境を実

国有企業の存在が、平等な競争と消

うに権力に近く政治力を発揮できる

られてきた、と推測できる。このよ

基準の油の販売と使用がずっと認め

石油会社の意向に沿って、低い環境

員会は、この行為に対し、独占禁止

接続料を設定していた。発展改革委

なる企業に対し、差別的に高い相互

を占 有 ）
、 小売部 門でのライバルと

占、国全体の市場でも 分の 以上

的な地位を占めると同時に（地域独

中国通信と中国網通の 社は、支配

員会は、 データ通信市場において、

行の時期に入り、国有企業改革は一

胡錦濤体制から習近平政権への移

世 紀 2011a、 川 島 2012）
。

して、広く社会の注目を集めた（新

2

年頃から、法治の徹底により、国有

の再 販 売 価 格を維 持した行 為が中

よび五 粮 液の販 売 会 社が流 通 業 者

月、 発 展 改 革 委 員 会は、 茅 台 酒お

13

企業の活動を法の制約のもとに置こ

る。政権交代が視野に入ってきた

また、 習 近 平 政 権 成 立 後の 年

て執行しようとする最初のケースと

く政府が国有独占を調査の対象とし

の発展改革委員会の動きは、ようや

法の対象として調査を宣言した。こ

2

2

3

気に政治闘争の争点になった感があ

習就任以降強まりつつある
国有独占企業への風当たり

事例である。

11

国独禁法 条に違反したとして、そ

12

6
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嫁できない石油流通 社は、石油製

占が認められているため、顧客を奪

制をする立場の環境保護部門からは

ながら、現実の裁判は国有企業の利

油企業 社がこれに抵抗し実施を先
延ばしにしてきたという（新世紀

たった 人の委員しか出していないに

う可能性のあるライバルの出現を心
配しなくてよいからである。

益を優先するかたちで進んできた。

26

社が

（出所）
「劣油凶猛」、
「环保部败给石油巨头」、
『新世紀』2011 年 37 期 9 月 19 日号

対し、石油会社からは二桁の委員が

40

2011b）
。なぜ石油企業

中国石化

この傾向が、 年頃から変化を見せ

中国石化

出席している。そして、事務局と委

事務局

そうした力を発揮できるのか。直接

3 大石油会社

騒動になった大気汚染にも、国有

中国石化

「国有企業への適用除外」を認めな

中国石化

員会のトップの席も石油会社が握って

石油燃料および
潤滑剤成分技術委員会
のメンバー
（人）

2

主任委員

的な原因は、環境保護部門を差し置

1

社の寡占が影響していると考えられ

人民解放軍総後勤部

い動きが出てきている。発展改革委

1

いるのである。この委員構成の結果、

電力部門

いて、国有石油企業が品質を決める

1

る。大気汚染を改善するために、中

品質検査部門

また、 年の春に日本も巻き込む

2

2

全国石油製品および
潤滑剤標準化技術
委員会のメンバー

2

13

2

うとする動きが始まっている。具体

14

石油製品の品質基準決定権の配分
第２表

国有企業改革と産業構造高度化

れぞれ

億 4700 万 元 お よ び
門への民間資本への開放」をようやく

の習近平は、「国進民退」の推進を

しかし、党総書記に就任した当初

可能性はまだあるといえよう。

る声が、「国進民退」を消滅させる

の内外からの「法治の徹底」を求め

合には、政府は対応を迫られる。国

実現させる方針を打ち出している。

可能にした権力の濫用に歯止めをか

出したように見える。

そして、より社会に衝撃を与えた

けようという方向性を打ち出してい

を推進することを明記し、「鉄道部

のは、 年の夏から、中国石化の幹

るには、高度の政治的判断が必要で

る。この法の適切な執行が可能にな

のデメリットが解消されるはずであ

いれば、国有独占による社会厚生へ

いて、もう一段上のリーダーの逮捕

も逮捕されたことである。それに続

た、CNPC の前 董 事 長・ 蒋 傑 敏

資産管理委員会の主任に就任してい

部が次々に逮捕され、最後には国有

圳を訪問して、「改革を進める」と

の政治方針として掲げた。また、深

ない」と述べ、「以法治国」を自身

個人も、憲法を遵守しなければいけ

る。たとえば、「どのような組 織や

●大西康雄編2013『習近平政権の中

１３『 世紀の中国

●加藤弘之・渡邉真理子・大橋英夫 ２０

〈日本語文献〉

■参考文献

注１：存在理由。
存在価値。

調和の次に来るもの』アジア経済研
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あるのが現実である。政権がどこま
なども噂されている。しかし、鉄道

反腐敗の文脈で、「すべての権力を制

国

月に入り、

部での事件とその後の動きのアナロ

度のかごの中に閉じ込めなければな

究所、
情勢分析レポート

●川島富士雄2012「中国独占禁止法

年

での意思を持っているかに、すべては

ジーで考えれば、石油加工産業に限っ

らない」と改めて述べている。しか

しながら、その後、習からは毛沢東

宣言した。また、

かかっている。

ては、国有 社の流通独占が解体さ

年に入ると、制度の運用という

「穏健な動き」 だけでなく、反腐敗

れる決断がなされるだろう。

（第

回 ）」公正取引協 会『アジア・中南

に言及し、思想統制を強める保守的

国の知識人や香港人などを不安にさ

な発言が続き、冒頭で見たように中

資料
（講義は、2012年 月 日、 日

米など海外競争法速修コース』第 回用

たことは、習政権のひとつの意思表

後に、政府と企業の分離が実施され

はいえ、全国人民代表大会の閉幕直

務的な基盤は脆弱なままである。と

鉄道部のトップが兼任しており、財

た、企業として独立してもトップは、

的な発言権はすでに失っていた。ま

めている。しかし、国有企業をめぐ

るのか？知識人は息をひそめて見つ

局、どのような政治的スタンスをと

それを引 き継いだ習 近 平 体 制が結

う」ことが再 確 認されたのである。

非公有制企業の支持もゆるぎなく行

地位をゆるぎなく固めて発展させ、

錦濤報告においては、「公有経済の

るともいえないことを示している。ま

きは、利益団体の網の目が盤石であ

運用の対象にしようとする官庁の動

政治闘争、国有企業も独占禁止法の

しかし、反腐敗調査というかたちの

るのは、
一筋縄ではいかないであろう。

有企業が結託した利益団体を解体す

業部や鉄道部に象徴される権力と国

現実問題として、確かに、石油工

豁免」2011年第 期

●新世紀
（2011a）「反壟断：国企無

〈中国語文献〉

国際書院 近刊

和津次編『中国経済はどう変わったのか』

有、
民営混合体制の形成とその問題」中兼

●渡邉真理子2013「企業制度：国

革』
NTT出版

開催）

示と受け取ることもできた。その後、

る動きをみていると、現在の政権は

37

45

●呉敬璉 2007『現代中国の経済改

李克強は、全国鉄道部門の整備とし

● 新 世 紀（ 2 0 1 1 b ）
「劣 油 凶 猛」

せている。

3

24

た、WTO 加盟の際のコミットメン

10

思いのほか改革的であり、国有経済

5

をターゲットにしはじめている。

1

て 兆元の投資計画を発表したが、

年 月に開かれた党大会での胡

13

21

1

2

2011年第 期

11

トの実施状況を海外から問われた場

12

月には、鉄道事業部門は鉄道部

から切り離され、企業として独立し
た。 年に劉志軍が逮捕され、政治

おわりに

調査という政治闘争も国有独占企業

法を適切に執行することができて

始めている。

国有の大手企業に対する制裁が動き

億 200 万 元の罰 金 を 課 し た。

2

の戦略的調整に向かって、再び動き

12

その際鉄道部門への民間資本への投資
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13
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「世界の工場」
へと発展

月に大連で開

「中国経済は高速成長から中高速
成長に転換した」。
催された夏季ダボス会議で、李克強
首相はこうした認識を示し、世界に
ちょっとしたショックを与えた。これ
までの中 国の指 導 者であれば、「中
国経済の高成長は今後も続き、世界
での影響力はさらに拡大する」といっ
たプロパガンダを語る場面だが、構
造的な成長鈍化を首相が率直に認め
たことは中国経済に深刻な異変が生
じていることを自ら世界に宣言した
ようなものだったからだ。
1980 年 代 以 降の中 国 産 業の
発 展は外 資の生 産 拠 点 進 出から始
まった。当初、輸出型生産拠点は縫
製や玩具、鞄など雑貨類の生産が中
心で、中国に雇用と外貨をもたらし
たものの、産業技術の向上につなが
るものではなかった。 だが、次第に
中国国内向けの冷蔵庫、洗濯機など
の白物家電やカラーテレビ、ラジカ
セなどの映像音響機器、基幹部品で
あるブラウン管などの生産が外資か
らの技術供与を受けた電機・電子産
業の合弁工場で始まり、文化大革命
によって世界から大きく遅れた中国

日本経済新聞社編集局産業部 兼 アジア部編集委員

グローバル市場での挑戦

中国は改革開放政策を開始して以来、年率平均９％以上の高速成長を続けてきた。しかし、2011 年半ばから目立

ち始めた成長鈍化は従来の循環型の景気後退ではなく、構造的な変化をうかがわせている。中国の産業発展を支
えた安い人件費と豊富な労働力という人的資源の優位性は消滅し、人民元高、インフラや土地などのコスト上昇が
競争力を低下させている。道路、鉄道、空港などインフラ建設によって有効需要を創出し、既存の成熟産業を支え

あるが、技術よりも価格競争力に頼る傾向は変わらない。中国の産業高度化には大きな壁が立ちはだかっている。
るという政策を繰り返しているだけだ。電機・電子、自動車、環境などの分野ではハイテク分野を強化する動きも

国有企業改革と
産業構造高度化

後藤康浩

9

中国産業高度化の課題と展望
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8

中国産業の発展は、外資の生産拠点進出から始まった（外資系繊維工場、湖北省にて）

国有企業改革と産業構造高度化

ネシアなどに大きな打撃を与え、グ

なっていたマレーシア、タイ、インド

業のグローバル市場向け生産拠点と

ジア通貨危機は日本はじめ先進国企

企業の動きが強まり、中国進出ブー

生産拠点に活用しようという先進国

広い産業分野でグローバルな輸出型

込んだが、半ばあたりから中国を幅

件の影響で、外資の直接投資は落ち

なった。

年に起きたア

産業の近代化を推し進める強い力と

世紀に入って顕著

産品目、生産能力を自力で拡大して

材納入メーカーが次に、取引先や生

たわけだ。そうして育った中国の部

吸収する受容能力、実行能力があっ

るが、教えられた技術、経営手法を

んだことで飛躍的に成長した面があ

から経理まで製造業の経営を教えこ

生 産 技 術、 品 質 管 理、 在 庫・物 流

たという点にある。もちろん外資が

などのメーカーがきわめて分厚かっ

応えられる現地の部品、素材、加工

部材の現地調達を始めた際にそれに

た点のひとつは、外資の進出工場が

開発成果が簡単に誰かに奪われ、逆

になれないという面である。自前の

ナスの面は自前での技術開発に熱心

アップのスピードの速さであり、マイ

スの面がある。プラスの面はキャッチ

は中国の産業にとってプラスとマイナ

いるとみるべきかもしれない。それ

業の模倣能力はアジアでは傑出して

数は出ていない。やはり中国の製造

したアジア諸国では中国のように多

品メーカーは同じように外資が進出

ビジネスのリスクのひとつだが、模倣

外資と渡り合うケースも多い。中国

出し、模倣品、類似品ビジネスで、

なった。

バル市場への展開を阻害する要因に

揺り籠となったが、それは逆にグロー

にとって国内市場はきわめて快適な

に追い詰められていった。中国企業

するとともに外資は中国市場で末端

ン、携帯電話端末など技術が成熟化

はきわめて大きかった。家電やパソコ

不利があり、中国市場ではその不利

イで戦うサッカーのゲームのような

ずれの国でもそうだが、いわばアウェ

行政を展開したからだ。外資にはい

年代前半は 年 月の天安門事

ムが巻き起こった。

戦略的新興産業の育成と
産業高度化

いくプロセスが

となり、中国の産業集積を拡充させ

こうして中国の製造業が享受して

ことになった。家電、電子、機械関

術開発に決して積極的になれないだ

きた追い風はこの数年、急速に弱まっ

いう環境では、企業家は自前での技

中国の産業発展を考える時に中国

ろう。まさにそれが中国の産業高度

てきた。国内需要は多くの分野で成

ることになった。

海 江蘇省・浙江省エリア、北京

メーカーの技術吸収力と模倣能力、

化を妨げている有力な要因である。

係の外資系の生産拠点が広東省、上
天津エリア、大連周辺などに沿海部

生産管理能力の高さには留意する必

熟化の様相を示し、伸び悩むように

を中心に広がり、中国は「世界の工

技術的なキャッチアップとともに中

引き上げにも応えるため、外資の完

め、中国政府の求める現地調達率の

が、 中 国 拠 点のコスト 競 争 力 を 高

輸入する加工貿易の形態だった。だ

備の大半を持ち込み、素材、部品も

当 初、 外 資 企 業の多 くは生 産 設

場から〝卒業〟していくケースは多

取引先を開拓し、外資の系列的な立

を出し、生産能力を拡大し、新たな

カーが中国企業のように独自の製品

メーカーは多いが、そうした地場メー

技術移転、指導などで成長した部材

ムさらにインドでも日本メーカーの

まで中国企業は外資よりはるかにう

務管理から販売網の構築、代金回収

位性があった。工場の部品調達、労

中国企業にはホームグラウンドの優

内市場では外資との競合があったが、

して成長することができた。中国国

要の膨張という追い風を存分に利用

チアップされる分野を捨て、先に進

立場に変わりつつある。だが、キャッ

追いかける立場から追いかけられる

速させている。中国は日本や欧米を

産業が力をつけ、中国追い上げを加

バングラデシュなど新興アジア諸国の

で厳しくなった。
一方、
タイ、
ベトナム、

製品の輸出は人件費と人民元の上昇

要がある。タイやマレーシア、ベトナ

なってきた。成長エンジンだった工業

成品メーカーは自国の部材メーカー

くはないからだ。そうした自立した

まく対応し、中央や地方の政府も外

もうにも自らに高付加価値の製品を

場」と呼ばれ始めた。

年 代 以 降、 国 内 需

にも中国進出を促し、さらに中国現

中国メーカーのなかには技術を移転

資を挫き、中国企業を助けるという

国メーカーは

地の部品メーカーを使うようになっ

してくれた外資企業の製品分野に進

－

に他社の技術も簡単に利用できると

ローバル企業の目はより中国に向く

89

た。中国が多くの途上国と違ってい
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次 五 カ 年 計 画（2011

した危機感を指導部が持ち始めた結

い品質を維持する能力もない。そう

などの高級鋼材は輸入している。自

然ガスの開発用のパイプや自動車用

な鉄鋼大国だが、いまなお石油や天

（2012 年 ） を 生 産 す る 圧 倒 的

界がある。中国は世界の鉄鋼の ％

では中国が得られる付加価値には限

導入するという、これまでのモデル

加工速度の速い高性能の生産設備も

台湾、韓国などとの激しい競争は続

プの生産大国になっても、日本、米国、

る。中国が液晶や半導体で世界トッ

グ、成膜装置など大半が日本製であ

搬 送 設 備からステッパー、エッチン

入される生産設備はマザーガラスの

む液晶パネルや半導体のラインに搬

国になる見込みだ。だが、建設の進

を抜いて世界最大の液晶パネル生産

化しており、すぐれた技術を持つ企

り、上場することそのものが既得権

局の恣意的な決定にゆだねられてお

向 け市 場 もあるが、 新 規 上 場が当

深圳市場の「創業板」などベンチャー

るインセンティブになる。 中国にも

あることが製造業に研究開発を進め

マネタイズ（現金化）できる道筋が

を与えられる。そうした研究開発を

値の増大を通じ、投資家にリターン

ば、 当 然、 株 価が上 昇し、 企 業 価

①新エネ・環境保護産業、②新エ

国の鉄鋼メーカーが争って量産した

き、利益を上げるのは簡単ではない。

業が上場できるとは限らない。また

ており、 年には中国は韓国、台湾

ネルギー産業、③次世代情報技術産

中厚板など低付加価値品を赤字覚悟

むしろ製造装置、とりわけハイエン

民営企業は銀行融資などの面でも国

価 値の素 材を輸 入し、 加工 精 度や

業、④バイオ産業、⑤ハイエンド設

の安値でアジアやアフリカに輸出す

ドの生産設備を自国生産することに

有企業と差別的な扱いしか受けられ

生み出す開発能力も技術蓄積も、高

備製造産業、⑥新素材産業、⑦新エ

るというのが現状であり、過剰生産、

収益機会やビジネスの発展がある。

～ 年）で、戦略的新興産業の育成、

果、 第

ネルギー自動車産業ーーの 分野で

低収益の罠から逃れるには新素材の

国際的な展開を打ち出した。

ある。この 分野では「自主開発能
標とし、グローバル市場で戦えるリー

力やコア・コンピタンスの向上を目

自主開発を進めるしかない。

た。この 分野からうかがえるのは、
先進国企業が圧倒的にリードする既

価格の工作機械で中国製はすでに大

生産設備では、機能の限られた低

正 確に把 握し、 的 確な発 展 戦 略を

シナリオは自国産業の強みと弱みを

産 業 高 度 化を担 う研 究 開 発 型 企

点として注目される「シャドーバン

業を育てる金融メカニズムの欠如は

確立するよう誘導するのは容易では

キング」は銀行融資を得られない民

描いている。だが、企業に自主開発

ない。中国の製造業は短期的視点で

営企業、とくに中小企業にとっては

きなシェアを獲得している。中国国

の利益極大化指向がきわめて強いか

必要悪的な資金調達手段だった。そ

存の ICT や自 動 車、 デジタル家

なら売れるという市場ニーズをとら

らだ。 株 式 市 場が発 展し、 機 能し

れだけに、金融の正常化を狙った規

深刻である。最近、中国経済の問題

えて急成長した。しかし、中国産業

ている国であれば、研究開発型の企

制が強化されれば、産業高度化には

能力を高め、コア・コンピタンスを

自身が高付加価値分野へシフトすれ

業はナスダックやジャスダックのよう

マイナスとなる恐れもある。

内の製造業は巨大な工作機械需要を

けていることだろう。外資からの技

ば、必要とされる生産設備のレベル

な市場で投資家に評価される。まだ

一方、大手国有企業は本来ならば

電などの分野を避け、比較的新しく

術移転に依存するのではなく、独自

も上がり、先進国と同様の水準を追

多くのリターンを生んでいない研究

研究開発のための人材や資金が潤沢

生んでおり、日本製、ドイツ製の

の研究開発によって成長しようとい

求していかなければ国内市場を失い

開発成果からすら資金を調達するこ

で、産業高度化の推進役となるべき

略転換である。
次に指摘すべきは新素材やハイエ
ンド設備という産業の上流分野への

5

1

10

3
1
ルの生産拠点が急ピッチで建設され

8

分の の能力でも、値段が 分の

う戦略が打ち出されたと言ってよい。

かねない。例えば、中国では今、第

とが可能だ。大手企業ではブレーク

だが、きわめて短期的な利益志向が

意 欲である。 日 本な どから高 付 加

8

場の成長も見込める分野に照準を向

中国の産業政策としては画期的な戦

世代、 ・ 世代などの液晶パネ

スルーになるような技術開発があれ

生まれた、技術進化が進行中で、市

続かない。

ず、技術を育てようにも資金不足で

7

ディングカンパニーの育成」を掲げ

7

46

12
7

10
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15

中国政府の打ち出した産業高度化

15

国有企業改革と産業構造高度化

グローバル市場で戦えるリーディングカンパニーをめざし、産業高度化を狙う（湖北省にある中国レーザーハイテク製造企業にて）

近に利益のあがる不動産業、金融投

強く、長期の研究開発投資よりも手

あるのは中国国内市場ではなく、グ

戦略を持っている点だ。その根幹に

のポリシーが明確で、長期的な成長

日本や韓国、台湾の企業はすべて

資に力を入れる傾向が依然として強

1000 人 規 模の研 究 者を配 置し

ではないが、グローバル市場への進出

ローバル市場で戦おうという目標設

ている。中国の大手企業でそうした

を狙うことで研究開発に力を入れ、

い。日立製作所、新日鐵住金、トヨ

陣容を構築し、研究開発型で成功し

独自技術を磨いた。中国は国内市場

定である。グローバル市場では技術

ている企業は少ない。大学との産学

がきわめて大きかったことによって、

タ自動車など日本の大手製造業は基

連携や大学発ベンチャーは活発だが、

製造業にグローバル市場志向が生ま

のフォロワーだけではトップに立つこ

ここも大学の財政ニーズに応えると

れにくく、技術移転や模倣などフォ

礎研究を担当する中央研究所や生産

いった面から短期的な利益志向が強

ロワー的立場に安住しがちだった点

とはできないからだ。

く、基礎研究で産業競争力を高める

は否めない。

技術など個別分野の研究所を持ち、

といった成果は出にくい構造だ。

冒頭に触れたように中国経済はポ

スト 高 度 成 長 期に向 かい、 中 国 企

業は過当競争の国内市場での成長が

携帯電話の基地局や携帯端末を製造

成 功モデルがないわけではない。

る。グローバル市場で戦う試練こそ

を切る企業が増えてくる可能性があ

であればこそ、グローバル市場に舵

では、
中国の産業高度化は
どう進むのか？

する華為技術や中興通信は国際特許

中国企業の研究開発能力、生産技術

困難になりつつある。こうした時期

の申請件数も多く、華為は 年には

を重視する企業の特徴は経営トップ

準を高めている。そうした研究開発

御など目に見えない技術で製品の水

団は目立たないが、洗濯機の振動制

世界トップの海爾（ハイアール）集

世界トップにもなっている。白物家電

す契機になるように思われる。

業体質や産業構造を根本的に立て直

りも外部環境の変化こそ、中国の企

る。政府による支援策や政策誘導よ

国産業が高度化するチャンスが開け

などのレベルアップをもたらし、 中

11 JC ECONOMIC JOURNAL 2013.11

11

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 SPECIAL REPORT

東北地域経済の特徴
新 中 国 成 立 以 降の東 北 地 域 経 済
の特徴は、石油・石炭などの地下資
源を背景に、資源開発および重厚長
大型産業に依存し、さらに国有企業
がその多くの部分を担った点にある。
具 体 的には、 中 国 政 府による重工
業優先政策の実施に伴い、石炭、石
油化学、鉄鋼、自動車、非鉄金属、
機械設備などの重厚長大型産業の集
積が形成され、中国経済を牽引して
きた。
しかし、 改 革・ 開 放 期 以 降、 中
国の市 場 経 済 化が進む中、 東 北 地
域経済はこの流れに適応できず、経
済発展のダイナミズムを失ったまま、
１９９０年代には「東北現象」と呼
ばれる経済停滞状態に陥った。東北

39

東北旧工業基地振興にみる
国有企業改革の実態

遼寧省、
吉林省、黒龍江省からなる中国東北地域の面積は 78.7 万平方キロメートルと日本の 2 倍に達し、

て相次いで打ち出されているが、
その契機となったのは、
03年に始動した
「東北地区等旧工業基地振興戦略」
人口は 1 億 966 万人
（2011 年末）
を数える。近年、
この地域に的を絞った経済開発戦略が中国政府によっ

の国有企業の集積地であるが故に、東北地域の国有企業改革は緊要な課題の一つとして注目されている。
（以下、東北旧工業基地振興）である。この戦略の実現に向けて具体的な施策が実施される中、全国有数

国有企業改革と
産業構造高度化

公益財団法人 環日本海経済研究所（ERINA）研究主任

朱永浩

地域は、広東省、江蘇省、山東省、
上海市などの東南部沿海地域の経済
高成長とは対照的に、工業基地とし
ての優位性が低下し、厳しい試練に
直面していた。
たとえば、 遼 寧 省と広 東 省 を 比
較すると、 年に遼寧省の域内総生
産（GRP）は広東省の 129％、
工業生産総額は同 193％であった
44

計画経済体制の影響により、社会保

その中でも、長期に及ぶ社会主義

水準にまで低下したほどである 注１。

と、 年には鉄鋼、石油化学、機械

最も多く集積する遼寧省の例をみる

が著しく低下していた。国有企業が

東 北 地 域における国 有 企 業の活 力

北方重工集団有限公司内（遼寧省瀋陽市 )

障などの過剰な社会的機能 注２
の負担

に加え、生産設備の老朽化も進み、

設備を中心とする 1000 社を超

00

78

が、 年にはそれぞれ ％、 ％の
03

12
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62
70

える国有企業があったが、その中で

37

50

年代に設立されたものが ％、

。これらの国有企業の経

注３

年代以前の設備を有する企業が ％

を占めた

営難は、東北地域が 年代以降、経

90

社を超す国有企業の約 万人の労働

者が市庁舎を取り囲んだという 注４。

東北旧工業基地振興の提起

このような東北地域に転機をもた

03

済停滞局面に陥った直接的な要因で

らしたのは、 年に誕生した胡錦涛・

期中央委員

10

もある。

された中国共産党第
16

温家宝体制である。同年 月に開催

業の経営不振に伴い、レイオフされ

会第 回全体会議では、「東北地区

3

さらに、東北地域における国有企

た労働者（一時帰休者）による抗議

デモが頻 発し、 失

業増による都市部

の社会不安と混乱

98

が顕在化した。

5

年

年の 年間

02

たとえば、

から

で、 遼 寧 省 だけで

約 400 社の国有

企 業 が 閉 鎖 さ れ、

約 300 万 人 が

解 雇 されたが、こ

れは当時全国最多

月、国有企業

02

の 数 で あった。 同

省 遼 陽 市では、

年

の労働者が市政府

に対 して未 払い賃

金の早 期 支 払いを

求 めて抗 議 デモを

展 開 し、一時 は
20

3

3

チチハル二機床企業集団内（黒龍江省チチハル市）

東北地域の増値税控除範囲の拡大に関する問題 財政部、
の規定
国家税務総局

2004 年 9 月

財税
（2004）168 号

2004 年における東北の増値税控除範囲の拡大 財政部、
の暫定方法
国家税務総局

2004 年 12 月

財税
（2004）226 号

東北地域の増値税控除範囲の拡大政策を確実に 財政部、
実施することに関する緊急通知
国家税務総局

2005 年 1 月

国弁発
（2005）4 号

第二弾中央企業の社会的機能の切り離しを行う
国務院弁公庁
ことに関する通知

2005 年 2 月

財税
（2005）17 号

東北旧工業基地資産の減価償却制度の実施方法 財政部、
に関する通知
国家税務総局

2005 年 2 月

財税
（2005）28 号

2005 年における東北地域の増値税控除範囲の 財政部、
拡大についての問題に関する通知
国家税務総局

2005 年 6 月

国土資発
（2005）91 号

東北旧工業基地の土地と鉱山資源に関する若干 国土資源部、
の政策措置
東北振興弁公室

2005 年 11 月

国函
（2005）88 号

東北地域の国有企業の社会的機能切り離しの試
国務院
行業務ついての指導意見を同意する回答

（出所）各種資料より筆者作成
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1

1

00

振興の重点目標である国有企業の改

財税
（2004）156 号

等旧工業基地振興戦略実施に関する

2004 年 9 月

革については、①国有企業の再編・

東北旧工業基地振興に関する企業所得税優遇策 財政部、
を実行することについての通知
国家税務総局

若干の意見」（以下、「意見」）が採

財税
(2004)153 号

民 営 化、 ② 病 院、 学 校を含む社 会

2004 年 9 月

択され、そこで東北旧工業基地振興

東北旧工業基地の一部の鉱山と油田企業の資源 財政部、
税の税額を調整することに関する通知
国家税務総局

的機能の切り離しおよび社会保障制

財税
（2004）146 号

度の整備、③企業所得税（法人税）

2004 年 9 月

の減免措置などの基本方針が示され

東北地域の中央企業の調整改造を加速すること 国務院国有資産
についての指導意見
監督管理委員会

た。その後、東北旧工業基地振興は

国資発規画
（2004）172 号

本格的な実施段階に入り、第 表に

2004 年 2 月

90

年代の沿海地域の経済特区、

公布の政府機関

は、

法律・規定の名称

年代の上海浦東新区、 年の西部

公布番号

大開発に並ぶ国家プロジェクトの つ

公布年月

と位置づけられた。

東北旧工業基地振興に関わる国有企業改革の関連法規（2004 ～ 05 年）

「意見 」の中で、 東北旧工業基地

第1表

80
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い、
年に

億 元の中 央 財 政 補 助 金 が投

入されたのである。その後、

示すように、中国政府は関連法規を
策定するとともに、国有企業の救済
始 動 した第 二 弾では、

社の中 央

色の濃い政策が導入されたのである。

。その結果、 年

注５

うに大きく改善し、東北地域の失業

率は、
低下（または横這い）傾向となっ

金が用いられた

末時点で東北地域にある中央企業の

た。とりわけ、全国トップ水準にあっ

第

％から 年の ・

％へと

表が示 すよ うに、 東 北 地 域

低下した。

の ・

た遼寧省の失業率は、ピーク時 年

社会的機能部門の切り離し作業がほ
ぼ終了した。

一方、国有企業の人員削減に伴う

企 業が社 会 的 機 能 部 門の切り離し
を 実 施 し、このう ち東 北 地 域 関 連

振興の本格始動後、第 図に示すよ

において工業総生産額に占める国有

年の ・

企業の比率は、遼寧省が 年の ・

％から

％へ、 吉 林

省が 年の ・ ％から 年の ・

％へ、黒龍江省が 年の ・ ％

％へ、いずれも大

ては、遼寧省が 年の ・ ％から

年の ・ ％へ、吉林省が 年の

・ ％から 年の ・ ％へ、黒

龍江省が 年の ・ ％から 年の

・

％へと下がった。そこで、 国

有企業就業者一人当たりの工業生産

総額をみたところ、３省ともに改善

が見られるものの、依然として非国

有企業に比べれば低い水準にあるこ

とが読み取れる。

以上のように、近年、東北地域の

国有企業改革ならびに東北旧工業基

地振興には、総じて大きな進展が見

られ、雇用人員の過剰化、社会負担

の累増化などの問題においては順調

に解決されているように見える。他

14
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05

大量失業問 題は、 東北 旧工業基地

吉林省

の中央企業は 社に上り、そこでは
億 2000 万元の中央財政補助

1

（注）ここでいう都市部登録失業率は都市部の登録ベースのみであり、農村部の失業者はもちろん、都市部でも登録を行っ
ていない失業者、国有企業レイオフ者の一部は含まれていない。これらすべてを含めた実質失業率は、公表されている
指標を大きく上回るものと推測される。
（出所）
『中国統計年鑑』2012 年版、
『遼寧統計年鑑』2012 年版、
『吉林統計年鑑』2012 年版、
『黒龍江統計年鑑』
2012 年版より作成

国有企業改革の成果と
今後の課題
国有企業改革の成果について、中
国政府が公表した「東北振興 年評
価レポート」によると、遼寧省にあ
る ％以上の大型国有企業が、 年
末時点で株式会社に転換されている。

0

02

31

9

1

きく低下した。就業者数比率につい

から 年の ・

20

2

00

11

また、中小国有企業の改革も吸収合

中国

7

00

11

8

併・破産、債務の株式転換といった

4

3

2

00

45

6 13

74
黒龍江省

11

6

3

7

00

60

様々な形の民営化を図ることによっ

42

11

5

11

て施された。吉林省では、816 社

2

22

8

11

10

00

の国有企業改革が行われ、さらに黒

6

2

00

11

0

6

龍江省では、国有企業全体の ％を
占める 3302 社の所 有 権の移 転
が完了したという。
国 有 企 業 改 革の難 点である 社
会 的 機 能 部 門の切 り 離 しについて
も、 年より漸次行われた。たとえ
ば、 中 国 石 油 最 大 手である中 国 石
油 天 然 気 集 団（CNPC） は、 東
北 地 域にある傘 下 企 業が管 轄して
いた 259 カ所の学 校・ 警 察など
万 2520 人の従業員を

の行 政 管 理 権を所 在 地の行 政に返
却し、

含む大量のリストラを行うことに伴

遼寧省

6

2

1

59 11

22

2011（年）
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

3

06

96

05

13
（％）

8

2

2
東北地域の都市部失業率の推移（2000 ～ 11 年）
第1図
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04

国有企業改革と産業構造高度化
第2表

中国全国および東北地域の国有企業のシェア（工業生産額、就業者数）
年

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4,480.3

4,888.0

6,113.0

8,603.9

10,814.5

14,168.0

18,249.5

22,720.5

28,152.7

36,219.4

41,776.7

1,326.1

999.3

971.8

974.0

1,303.1

1,375.6

1,641.2

2,092.7

3,372.1

2,705.0

3,082.9

2,589.3

31.2

22.3

19.9

15.9

15.1

12.7

11.6

11.5

14.8

9.6

8.5

6.2

295.2

260.7

250.5

242.0

262.6

276.6

302.0

328.0

319.9

386.6

401.7

368.9

133.4

96.5

77.1

63.7

59.8

52.1

49.1

46.4

55.3

53.8

49.6

38.9

45.2

37.0

30.8

26.3

22.8

18.8

16.3

14.1

17.3

13.9

12.3

10.5

（億元） 1,679.9
工業生産総額

1,876.6

2,159.0

2,662.3

3,343.8

3,792.0

4,752.7

6,486.0

8,369.0

10,026.5

13,098.4

16,917.6

710.4

677.2

792.6

776.6

653.3

808.5

786.8

988.7

1,128.9

1,342.9

1,720.9

1,544.8

42.3

36.1

36.7

29.2

19.5

21.3

16.6

15.2

13.5

13.4

13.1

9.1

134.8

124.5

-

101.5

104.6

101.8

105.2

109.3

117.4

137.0

139.8

139.5

国有企業

79.5

67.5

-

44.1

33.5

28.8

23.3

20.8

20.8

20.6

21.6

19.3

構成比（％）

59.0

54.2

-

43.5

32.1

28.3

22.2

19.0

17.7

15.0

15.4

13.8

（億元） 2,460.9
工業生産総額

2,404.0

2,487.6

2,910.0

3,464.0

4,714.9

5,440.2

6,143.2

7,624.5

7,301.6

9,535.1

11,514.6

494.3

402.6

389.9

492.8

571.9

545.9

609.3

737.3

1,183.6

1,201.7

1,405.4

1,344.1

20.1

16.7

15.7

16.9

16.5

11.6

11.2

12.0

15.5

16.5

14.7

11.7

195.2

179.9

168.8

133.1

132.6

136.9

140.3

142.9

156.0

144.5

147.6

134.2

118.2

97.2

77.5

43.5

42.1

37.2

35.3

40.6

44.5

39.8

37.1

30.4

60.6

54.0

45.9

32.7

31.8

27.2

25.2

28.4

28.6

27.5

25.1

22.6

（億元） 4,249.5
工業生産総額

国有企業
遼寧省

構成比（％）
就業者数（万人）
国有企業
構成比（％）

国有企業
吉林省

構成比（％）
就業者数（万人）

国有企業
黒龍江
省

構成比（％）
就業者数（万人）
国有企業
構成比（％）

（億元） 85,673.7
工業生産総額

国有企業
中国

2003

95,449.0 110,776.5 142,271.2 201,722.2 251,619.5 316,589.0

405,177.1 507,284.9 548,311.4 698,590.5 844,268.8

20,156.3

17,229.2

17,271.1

18,479.4

-

-

30,728.2

36,387.0

46,857.0

45,648.0

57,013.0

66,673.0

23.5

18.1

15.6

13.0

-

-

9.7

9.0

9.2

8.3

8.2

7.9

5,559.4

5,441.4

5,520.7

5,748.6

6,622.1

6,896.0

7,358.4

7,875.2

8,837.6

8,831.2

9,544.7

9,167.3

国有企業

-

-

-

-

-

-

707.2

646.2

695.0

639.1

638.0

590.7

構成比（％）

-

-

-

-

-

-

9.6

8.2

7.9

7.2

6.7

6.4

構成比（％）
就業者数（万人）

（注 1）国有企業には中央企業（中央政府の管理監督を受ける国有企業）と地方企業（地方政府の管理監督を受ける国有企業）が含まれる。
（注 2）工業生産額と就業者数は、一定規模以上の工業企業のみを対象とする。2011 年 1 月には、一定規模以上の工業企業の最低基準をこれまでの本業の年間売
上高 500 万元から 2,000 万元に引き上げた。
（注 3）
「－」は該当データが入手できず。
（出所）
『中国統計年鑑』各年版、
『遼寧統計年鑑』各年版、
『吉林統計年鑑』各年版、
『黒龍江統計年鑑』各年版より作成

方、競争力の向上、経営体質の改善

など、依然として国有企業改革の重

要課題として残される。さらに、昨

今中国では「国進民退」（国有企業

の拡大、民間企業の縮小）という言

葉が流布している。この言葉に対し、

民間企業も市場参入しやすい公平な

市場環境を創出することが、東北旧

工業基地振興のための重要なカギと

50

なる。

注１：『新中国 年統計資料彙編』、『中

国工業経済統計年鑑』2004年版、『中

国統計年鑑』
2004年版より算出。

注２：社会主義計画経済体制下の国有

企業は、生産機能だけでなく、さらに学

校、病院などの福利厚生施設や、年金、雇

用・医療保険などの社会保障、
一部では警

察、検察、裁判所などの社会的機能も担っ

ていた。

注３：日中経済協会編
［2002］『中国

経済データハンドブック』
2001年版を

参照。

8

注４：詳しくは、『朝日新聞』2003年
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月 日付、または、莫邦富［2002］

6

「繁 栄から取り残された中 国 東 北 部」、

『論座』
第 巻第 号を参照。

注５：張国宝主編
［2008］『東北地区

振興規画研究―総合規画研究巻』
中国標

準出版社、
391頁。

85

10
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鈴木社長の思いも引き継ぎ、 石油化学に

おいて中国との良好な関係を築き上げた

置かれて、その間に「読め」と言われて毛
沢東語録を渡されたり、ホテルの窓を開

命歌を唱ったりしている、そういう時代だ

に昭和電工が大分コンビナート建設を開

早くから参加していました。私の三代前の

易創設者である廖承志さんにもお会いして

として何 度も北 京に行っており、LT 貿

ため、 特に中国の石油化学産業の発展に

に非常に近いということもあります。その

だのは、中国をはじめとする東アジア地域

岸 本 社 長の中 国に対 する強い思い入れ

たが、 若くして亡くなりました。 高杉さ

ビナートへの技術指導にも力を尽くしまし

システムの完 成に心 血を注 ぎ、 大 慶コン

押して大 分コンビナートでの最 新 鋭 制 御

垣下さんは、 白血病を患いながら、 病を

グを担当する技術者で、私の同期でした。

公は、垣下というシステムエンジニアリン

という企 業 小 説に書かれています。 主 人

苦労や経験談が高杉良さんの『生命燃ゆ』

慶で技 術指導を行いました。 その当時の

和電工からも、 相当な人数が訪中して大

ンビナートで受 け入れました。一方、 昭

くさんの中国からの技術研修生を大分コ

輸出を決定したことにも現れています。た

78
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和電工における中国との歴史を紐
解くと、 戦 後のビジネスは、 中 国

のだろうと思います。 岸本社長は、

昭

けると外では大勢の紅衛兵が騒いだり、革

年

における食料増産に寄与するため、 化学
肥料の輸出から始まりました。広州交易会

始し、

年に稼動した時に建設本部長を

ったそうです。 鈴木社長は、 副社長時代

社長の鈴木治雄さんから聞いた話ですが、

います。戦後の昭和電工の中国ビジネスは、

務めています。当社が大分という地を選ん

当時は文革（文化大革命 ： 1966 ～

延さんに交代しました。 岸本社長は戦時

は、 中国が大慶にコンビナートを建設す

たと思います。

ら徒歩で深圳に渡って入国するしかなかっ

中、 中国に出征した経験があり、 そのた

る際、 年にエチレンプラント制御の技術

年に社長が鈴木治雄さんから岸本泰

た。 肥料商談は中国の公司からいつお呼

め中国への愛情がありました。だからこそ、

2011 年 9 月 日中経済協会訪中代表団・工業信息化部との会議で

びがかかるか分からず、一週間くらい留め

は、 深圳河の手前で汽車を降り、 それか

貢献しようという岸本社長の熱意は凄かっ

の 年に日中化学肥料貿易交渉団の団長

（ 中 国 輸 出 入 商 品 交 易 会 ： 毎 年 春と秋

67

まさにそこから始まっています。

に開催される貿易展示会）での商談にも

69

1976 年）の最中で、 香港から広州へ

65

81

日中経済協会 副会長
昭和電工株式会社 相談役

大橋光夫

昭和電工と中国との長い付き合い
肥料貿易と石油化学での協力

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 日中関係ーその時と私

日中関係アーカイブシリーズ

なって、日本側は石化 社による共同輸入

また、 元国務院副総理の呉儀さんも燕

輸入は 年に始まり、 年までの 年間で

という形で、中国側と交渉を進めました。

していただきました。

て小説を書いていますが、インタビューの

山石油化工公司時代に、陳錦華さんの技

んが岸本社長に事細かくインタビューをし

間、岸本さんは涙が止まらなかったといい

7

後に政 治 協 商 会 議 全 国 委 員 会 副 主

係の深さを物語っていると思います。

ほんの一例ですが、昭和電工と中国との関

さんが感動していたのです。技術者交流は

ます。それくらい、垣下さんの情熱に岸本

その時は小泉総理の靖国参拝に抗議して

された際、私も名古屋でお会いしました。

愛知万博の時に中国政府代表として来日

れました。 呉儀さんには、2005 年の

術 交 流 代 表 団の一員として大 分に来 訪さ

大慶をはじめとして幾つかのコンビナート

味でも彼らから感謝されました。その後、

で、 利益を生むと同時に、 外貨を稼ぐ意

うしかなかったので、日本へ輸出すること

ーがなく、国内ではナフサを燃料として使

した。当時、中国にはまだナフサクラッカ

が中国と関わるようになったのは、

改めて数字を見てみると、当時の中国の

終えました。

もなくなり、 共同輸入交渉もその役割を

裕がなくなったことから、中国からの輸入

サの国内需要が増え、日本に輸出する余

急遽途中帰国されてしまいましたが、 今

席 に な ら れ た 陳 錦 華 さ ん が、

SINOPEC（中国石化総公司、現在
の中国石化集団）初代総経理として中国
石油化工技術交流代表団を率いて来日さ
れた時、 岸本社長自ら大分コンビナート
を案 内しています。 その際、 陳 錦 華さん

月に石油化学原料部に移っ

外貨準備高は、 年に 億ドル、 年には、

年

てからです。当時日本では、輸入ナフサは

私

大きく成長しています。大分コンビナート

約

27

82

倍近い 億ドルになっています。これ

81

けにあったのです。陳錦華さんの下で長年

当社が技術協力で貢献するということだ

た。従って、我々の喜びは、中国の発展に

らの技術指導はすべて無償の技術供与でし

交流と称していましたが、 実際は日本か

ぶことが多かったと思います。当時は技術

明確だったため、 中国の技術者たちは学

坪の敷地に建設され、コンセプトが極めて

昭和電工以外では三菱油化（現在の三

からナフサを輸入するようになりました。

イントになって、大慶を中心として、中国

計してありました。それが一つの大きなポ

術で重い留分もクラッキングできるよう設

質が悪いのですが、当社の大分は、自社技

ナフサは中東と比べると重い留分が多く、

からのナフサ輸入を検討しました。 中国

たので、原料コストを安くするために中国

中双方にとってメリットがあったので、 雰

です。

対して中国側の関心は非常に高かったわけ

増やしたいという考えから、ナフサ輸出に

を禁じ得ません。 当時は少しでも外貨を

と思っています。今では、ご承知のとおり、

には昭和電工も多少なりとも貢献している

兆 5000 億ドルですから、隔世の感

SINOPEC の副総経理を務められた
盛華仁さんも、 総経理になられてから

囲 気は非 常に友 好 的でした。 私は当 時、

70
菱化学）が中国からのナフサ輸入に積極

3

原料担当の次長として交渉に加わっていま

は、 最初から将来の拡張を前提に、

ほとんど中東からでしたが、価格が高かっ

に植 樹をしていただき、 その樹が今では

中 国 ナフサ を 輸 入、 外 貨で
貢献

年に

5

が立ち上り、クラッカーの原料としてナフ

86

は完全にリタイアされたと聞いています。

81

万

3

的でした。 結局、 昭和電工がリーダーと

91
年に大分に来ていただき、その時に植樹を

3

中国との交渉は厳しかったのですが、日
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81

86

50

第１８回

「日中関係－その時と私」

2012 年、日中国交正常化 40 周年を迎えました。この間、日中関係は各分野において飛躍的な発展を遂げました。その発展の歩みは、様々

な困難や逆風を伴って紆余曲折を経ながら、多くの日中両国関係者の努力によって積み上げられてきました。しかし残念ながら、歳月の経過

とともに多くの出来事が歴史の中に埋没し風化しようとしています。当会は、日中国交正常化 40 周年を機に、関係者自らの経験と教訓を一次
資料として次世代に引き継ぐことにより、今後の日中関係の長期的安定発展に資することを目的として ｢日中関係アーカイブ構築事業｣ に取り
組むことにしました。集録されたものの一部をシリーズで本誌に掲載することとし、本稿はその第 18 回となります。
（編集部）

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 日中関係ーその時と私

理部長になった時で、私の下にこの「中国
委員会」が設置されました。「中国室」だ

カ月に 回値段を

決めるのですが、すぐに次の商談のタイミ
と中国の人から極めて小さな組織とみら

総代表に手配していただきました。その頃、

日本企業の駐在員は皆さん日本に帰国し

ていましたが、 中藤総代表は天安門事件

発生後も帰国せずに、駐在を続けた日本

人として有名になり、 丸紅は中国内で評

判が高く、 我々一行も中国側から大歓迎

を受けました。

中国石油化学業界との関わり

INOPEC の総 裁を務 められ

た 王 基 銘 さんに最 初にお 会いし

年に上 海に行った

公司総経理でしたが、 その後

年

月に

時でした。 当時、 王基銘さんは上海石化

たのは、 村 田 社 長と

S
日に日本を発ち、 訪

引き続き中国委員会を担当していました。

SINOPEC 側と打 ち合 わせた 時は、

済協会の訪中ミッションなどで中国へ行く

東京で必ずお目にかかりました。日中経

協）の会長に就任してから交流を再開し、

たようです。彼らも名所旧跡を観たかった

当時の私は、それまで中国のエキスパート

大丈夫と言われていたし、 中国側から訪

ません。 残念ながら中止しました。 直前

のではないでしょうか。 交渉は厳しかった

ではありませんでしたが、昭和電工の中国

18
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した。 ナフサ取引は

ングが来ます。当時の中国は、海外への渡

置したのは、 化 学 会 社では初めてで、 製

れるというので、「委 員 会」 にしました。

本に来たいという願望が非常に強かったの
造業の中でも当時としては早かったと思い

航許可がなかなか下りないので、中国側の

です。我々も日本の良さを知ってもらおう
ます。この中国委員会に、 神戸の女学校

組織として中国との関係部署を明確に設

と、 来日すると北海道や九州の大分まで
を卒業した中国人女性を嘱託として採用

交渉担当者は、 我々との商談を機会に日

行って商談をしたこともありました。一方、

しました。 当時、 中国人の、 特に女性が
日本の組織で一緒に仕事をするということ

我々も訪中した時には、北京だけでなく、
地方へも行きました。 まだ外国人の移動

った存 在でした。 その後、 彼 女の次 男 も

はま だ珍しい時 代 だったので、 結 構 目 立

キロを

が制限されている頃だったので、中国内で
最初に訪問許可を得た場所から

月

SINOPEC 総裁に就任されています。

に随行して、

中する予定でした。しかし、 天安門広場

月に石油化学工業協会（石化

我 々の従 業 員と一緒に仕 事をしていまし

年 月に総合企画部長となった後も、

半面、 交渉が終われば友人として交流を

の提案をしたり、SINOPEC と昭和

環境・省エネ対策に関する日中技術交流

たびにもお会いし、 様々な情報交換をさ

月に、

中延期の勧告も来ないので、 止むを得ず

年

ビジネスには初期から関わっていたことに

しました。
そして、

年 以 上 経った

深め、共に明るい未来を信じて頑張った時

天安門事件後の訪中

電工との協力関係の進め方などについて議
日に天 安 門 事 件が起こ

村田社長と一緒に訪中しました（写真参
月

論したりしました。

年

照）
。当時は、天安門事件の影響で石油化

年代前半

月に私は昭和電工の社長に就任し

りました。 当 時、 村 田一さんが

年

学関係の会社トップが中国を訪問すること

11

5
社長の時で、 私は中国委員会を担当する

4

とって、尖閣問題を発端とする今日の日中
関係は痛恨の極みです。

月に社 内に「 中 国 委 員 会 」

90

せていただきました。石化コンビナートの

王 基 銘さんが何 度か来日 された時にも、

7
の 月に中国委員会の担当者が訪中して

00

3

たのですが、 当時、 石化協が

97

中国委員会を設立
年

6

はなかった状況でしたが、丸紅の中藤中国

89

取 締 役 総 合 企 画 部 長 として、 村 田 社 長

1

最後には、 村田社長の体調不良を理由に

5

なります。

88

代でした。そういう時代を知っている私に

国側の交渉担当者も行きたいところがあっ

が必要で、 その許可を取るのが結構大変

来日し、当社の川崎樹脂研究所に入って、

１９９０年 村田社長に随行し、SINOPEC 盛華仁総経理を訪問

私が 年

超えるところに行くには、すべて別の許可

4

が大 混 乱の最 中に訪 中 するわけにはいき

6

た。

2

1

30

93

3

でした。 上海、 蘇州のほか、 西安など中

00

80

3

を作りました。 私が石 油 化 学 管

85
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化協の会長に就任してから定期交流を

定期交流は休止していました。 私が石

から始めていた中国の石油化学業界との

ったのが内 蒙 古 自 治 区 包 頭 市です。

年

展開するかという話になり、白羽の矢が立

術をレアアース原料の豊富な中国でどう

て日本に輸入するのではなく、中国で合金

アースの鉱石そのものを買って、原料とし

我 々が中 国で事 業 化できたのは、レア

中国、日中に対する思い

度にもな

年末に工

に包頭鋼鉄集団傘下の稀土（レアアース）

なのです。鉱石そのものを輸出することは

れたような大きな規制を受けなかったから

日本に持ち込んだので、 原料鉱石に課さ

に加工したからです。 付 加 価 値を高めて

本当はもっと日本人と親しくしたい気持を

スに関わっているので、 中 国の人たちも、

す。 私は、 担当者の時代から中国ビジネ

を 築 けたことが本 当によかったと思いま

いにして若い頃 か ら ずっと 中 国の

るため表土が凍結して硬くなるので、春か

付加価値が低く、利益も少ないことから、

持っていることがよく判ります。（写真参

（

年

ました。

ン）州市に第二拠点を設立し、

年に日中国交正常化が実現し

方々とお付き合いし、 親密な関係

月 設 立）との間で交 流を再 開し
ら秋までしか工事ができないという地域で

中国側は輸出規制に神経質になっていまし

照）
。仕事が終われば、本当の仲間という

幸

年に同協会の会長に就任され
した。私が行った時は、レアアースを含ん

た。 秩 父工 場では一部 原 料として鉱 石も

感じで、壁を感じることは全くありません

年

た李勇武さんとは、 上海で開催されたセ

だ泥状の原料貯蔵地を見せてもらいまし

輸入していましたが、中国で作る合金につ

でした。

復活しようと活動を始め、 その後

ミナーでは、二人揃って講演をしたことも

たが、運んでくる術が無いため、ドロドロ

いては大きな影響はありませんでした。最

て、 中国内には周恩来総理の思いが本当

子会社と合弁会社を設立し、

あり、特に親しく交流させていただいてい

の状態で上流から流し込み、 必要な分だ

近はレアアースの価格問題も落ち着いてい

に浸透していて、非常によい雰囲気の中で

に日 本 化 学 工 業 協 会（ 日 化 協 ）の会 長

ます。 李勇武さんは会長に就任された当

け掬い上げてレアアース分を取り出すとい

ますが、 中国としては、 最終的には日本

場が完成しました。 冬は零下

時、ICCA（国際化学工業協会協議会）

うものでした。その後 年に江西省の贛
（ガ

仕事ができました。

入れないと強く主張されていましたが、現

生産を開始しました。 今ではこの第二拠

移転することは、日本の政策上、 様子見

ところは、 その技 術を完 全な形で中 国に

て、お互いに未来への希望を抱き、肩を組

題して寄稿したとおり、熱意と誠意を以っ

に『日 中 蜜 月 時 代』（

日経新聞夕刊のコラム「あすへの話題」

の段階です。 私が、日中経済協会の訪中

んで交歓・交流していたことが今でも懐か

年 ７ 月 ９日 ）と

ミッションの際に、工業信息化部や商務部

しく思い起こされます。

や環境問題など日中双方の利益に資する

対話」 が一日も早く動きだし、 採掘技術

が、 必ずや改善され、 以前のように信頼

現在、日中関係は大変難しい状況です

（本稿は 年８月 日に行ったインタビュ

固く信じています。

できる隣人同士に戻る日が来ると、 私は

中双方とも、もっと胸襟を開いて議論すべ

関係は、切っても切れない関係なので、日

いずれにせよ、レアアースにおける日中

話し合いができることを期待しています。

13

に就任してから、 中国石油化学工業協会

に台 湾が先に加 盟していたため、 中 国が

が製造している高性能磁石まで自ら作り

在では中国も台湾もオブザーバーとして参

点が主力となっています。

等に提案している日中の「レアアース官民

たいと考えていると思います。ただ、今の

年から

加しています。 日 本との定 期 的な交 流を
復活させた後、今も会長として頑張ってお
られます。

ース事 業に力を入れることになり

長に就 任してから、 当 社はレアア

中国でのレアアース事業に着手

社

ました。 現 在、 昭 和 電工のレアアースは
秩父工場で生産しています。もともとはス
テンレス原料の合金鉄を製造する工場でし
たので、レアアース合金化の基礎的な製造

きと思います。

ーを日中経済協会が編集したものです）

27

04

技術を習得するのは容易でした。 その技
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02
１９８２年 中国化工進出口総公司（現中国化工集団公
司）とのナフサ共同輸入交渉

72
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中国企業
市民の素顔
新開発拠点を横浜に移設・拡張
――華為技術日本株式会社
（ファーウェ
イ・ジャパン）
はこの秋、
日本研究所を横
浜に移転され、新たな研究開発拠点を
オープンされるとうかがいました。お
めでとうございます。先ずは、新たなス
テージに向けた閻社長のメッセージをう
かがわせて下さい。
閻社長 このような機会をいただき、
感
謝しています。
ファーウェイ・ジャパンは、
日本で通信事業者向け、
および、
法人向
けの通信ネットワーク機器やソリュー
ション、
一般消費者向けの通信端末を提

能も追加し、正式に日本研究所を設立
しましたが、
日本市場に長期的にコミッ
トし、より大きな成果を生み出す目的

閻力大
社長
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

華為技術日本株式会社

2005 年の設立以来、日本社会への融合に奮闘してきたファーウェイ・ジャパンの閻社長に、
設立当時をふりかえりながら今後の展望について話を聞いた。

る日本研究所は、このように日本の顧

品を開発していきます。横浜に移転す

か所に分かれていた研究所を一つにまと

客ニーズへの対応とグローバル市場への

〝郷に入れば郷に従え〟という諺があ

の距離を縮めたいと考えています。その

力関係拡大を目指し、サプライヤーと

の機能で、日本のサプライヤーとの協

サプライチェーンにおける結節点として

二つ目は、ファーウェイのグローバル・

した考え方にご賛同いただていると思い

戦略を取っており、皆様には弊社のこう

関との協力を通じた共同開発を進める

進めつつも、大半は日本の企業や研究機

とすることで、一部で自分たちの研究を

います。日本においても 100 人体制

20
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で、
この度、
丸２年を経て、
東京都内の

め、
横浜に研究所を移設することを決定

機能としては主に二つあり、一つは日

りますが、我々の日本研究所もこの考

対応の二つの機能を備えています。

本の顧客ニーズに応えることです。我々

えに沿って、日本の企業や大学等との協

しました。

のグローバル・モデルの製品を持ってき

ファーウェイの R&D センターは世

業を重視しています。

ともあり、そのギャップを埋め、迅速に

界に カ所あり、それぞれは連携しつつ

ても日本の顧客のニーズには合わないこ

ニーズに対応するために研究・開発す

ために、我々は製品開発ロードマップを

ます。

も専門領域を持って研究開発を進めて

日本のサプライヤーと共有し、共同で

――日本の企業や研究機関との協力と

れでWinーWinーWinの関係を

ファーウェイに販売するというような流

らったうえで、
そのメーカーで製品化し

術の特許を使用できるよう許可しても

カーを見つけ、研究機関が所有する技

要としている部品について、地場のメー

ない場合があります。そこで、我々が必

ていますが、研究成果が活用されてい

学の研究機関などが高い技術力を有し

閻社長 日本では、
例えば、
政府系や大

いうのは具体的には。

グローバル市場のニーズを汲み取った製

るわけです。

16

本号から、日本でビジネス経
営に取組む中国企業の生の
声を伝えるシリーズをスター
トする。題して「中国企業市
民の素顔」——これを通して
日本の経済・社会の構成員で
もある中国企業との相互理解
をさらに深めたい。

顧客中心とチャレンジ精神で
日本社会の変革に融合

2

閻ファーウェイ・ジャパン社長

供していますが、2010 年にごく小
規模の研究所をスタートさせた時は、
主
に一般商品者向けの通信端末を研究開
発の対象としていました。 年 月に、
9

通信ネットワークに関する研究開発機

11
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もう一つの協力方法は、我々が把握

小企業に喜ばれていると思います。

協力システムは、
日本の各方面、特に中

に販売することができます。
このような

開発したシステムに組み込んで世界中

ることができ、
我々はその部品を自分で

は技術を得て製品化した部品を販売す

所有する知的財産を活用でき、
メーカー

築いています。
これによって、
研究機関は

してくれるだろうと期待しています。

と調達活動の双方で、
大きな役割を果た

は今後、
ファーウェイのグローバルR&D

う点でも恵まれているので、
日本研究所

ます。横浜は、交通の利便性や人材とい

継続的に発展させていければと願ってい

ろん、
今までの大手企業との協力関係も

ことも使命であると感じています。
もち

横浜市の中小企業と共に成長していく

間いただくこととなっています。
我々は、

は他にもたくさんあったわけですが、生

大きく、当然、これに目を付けた企業

タートしました。当時の需要は非常に

化が始まるという良いタイミングでス

国において通信ネットワークのデジタル

て触れましたが、これはちょうど、中

先ほど、自社製品の研究開発につい

ンを高める効果もあります。

特なシステムであり、
社員のモチベーショ

所有しているわけです。
これは非常に独

でも、我が社の株式は100％社員が

員による持株制度を採用しており、
今日

中国企業のシェアは非常に限られていま

躍する企業は外資系がほとんどであり、

に保護されていますが、中国市場で活

産業は、過去から現在に至るまで非常

を比較してみましょう。中国の自動車

中国の ICT 産業と自動車産業と

のように競争の激しい市場の中でファー

設立当時からグローバル市場であり、こ

いました。従って、我々にとって中国は、

業であり、彼らが中国市場を席捲して

テル、シーメンスなど、すべて外資系企

もので、ファーウェイの製品開発ロード

増えています。このような形で協業する

たり、デザイン・インの形をとることが

中国国内の改革・開放のなかで生まれ

ウェイの設立当初に遡り、
一民営企業が

――さてここで、1987年のファー

他の中国企業とは異なる点だと言える

尽力したことにあると思います。これが

きた大きな理由は、自らの技術開発に

の中でファーウェイが生き残ることがで

競争のある環境におかれることで成長

企業が成長してきています。企業は、

イ以外にも世界的に競争力のある中国

す。一方、ICT 産業では、ファーウェ

とではなかったと言えるでしょう。

ウェイが成長してきたことは、容易なこ

しているグローバルニーズを日本のサプ

き残った企業は多くはありません。そ

ライヤー各社に伝えて開発してもらう

改革・開放の中で成長した民営
企業

ことにより、部品メーカー側も競争力

育ち、
それから日本への
「走出去」
へとど

を遂げると言えます。

マップをあらかじめ共有させていただい

の高い部品を早く市場に送り出せます。

でしょう。 年の研究開発費は、売上

す。 年、ファーウェイが日本で調達し

高い製品を生み出すことが可能なので

市にあります。深圳は、ご存じの通り中

ようになりました。
本社は広東省・深圳

ら技術者を集めて、
製品の開発を進める

の輸入・販売代理でしたが、
まもなく自

として設立されました。
当初は外国製品

情報通信（ICT）産業は、一貫し

れだと思います。

抱え、研究開発を進めている企業はま

いてもこれほど多くの研究者を自社で

究開発に従事しています。この業界にお

なく、ただ勇気とチャレンジ精神だけを

幅を広げていきました。当時は経験も

チャレンジ精神」の二つです。設立当時

います。

国の経済特区です。
また、中国では伝統

てグローバル競争にさらされています。

糧に事業を展開していたのです。最初の

なる 301 億元（約 4149 億円）

――横浜市にも良い刺激になりますね。

的に国有企業が重視される傾向がある

当初、中国で通信サービスを提供して

から競争が激しかったからこそ、我々

閻社長 横浜市には非常に歓迎してい

中で、
民営企業の発展をサポートしてき

た部品は約 億ドルに達しました。数
年後には、倍の規模になると予測して

年代に、まずは供給不足の農村市場

まずは農村市場に狙いを定めたのです。

ただき、大変感謝しています。市から企

を投資しました。また、従業員数は約

ファーウェイの理念は、
「顧客中心、

のように発展を遂げてきたのか、
紹介し

の ・ ％に達し、これまでの最高と

12

は他社と異なる道、戦略を採りました。

7

万人ですが、そのうち約 万人は研

13

数年間は非常に厳しかった。誰もファー

業員数が 人にも満たない小さな会社

閻社長 ファーウェイは、 年 月に従

ていただけますか。

ファーウェイ単独で投資した際の効果が
１とするならば、他の企業に参画して
いただくことにより、全体で見た投資

12

いた企業は、例えばアルカテル、ノー

効果が倍以上になり、商品価値のより

87

た都市でもあります。我々の会社は、社

に製品を供給しました。そしてその後、

90

年頃ですが、都市部も狙い、供給の
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10

業立地支援制度に基づく助成金を 年

3

97

9

12

15
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すが、
あらためて、
ファーウェイ・ジャパン

変頼もしい存在になっていると思われま

目にとまることになり、徐々に新しい顧

は、
日本の経済および社会にとってどの

より、ファーウェイの製品は他の企業の

イー・アクセス）と契約することができ
客も増えてきました。

初の顧客としてイー・モバイル（現 ：

ました。イー・モバイルは新しいキャリ

めて高いです。
日本市場参入の最初の数

り、
お客様の品質に関する要求水準も極

閻社長 日本市場は非常に発達してお

市場の開拓に乗り出しました。
私は 年

に結果が出てきた後、
欧州などの先進国

どからスタートし、
新興国での事業開拓

ず新興国、
ロシア、
タイ、
中東、
アフリカな

するスペースを貸し出すことを渋りまし

ビルのオーナーは大きな基地局を設置

用設備が必要でした。コストも高く、

大きなもので、ビルに設置するには専

当時の基地局は約 ～ トンのとても

例えば、基地局を設置する案件では、

契約に漕ぎ着けることができました。

新性と顧客サービスを評価してくれ、

たはずですが、ファーウェイの製品の革

への発注は、彼らにとってリスクもあっ

持ってくれたのです。新参者である我々

や通信機能つきのデジタルフォトフレー

ターの代名詞ともなった

ました。その後も、モバイル

カードを提供し、非常に高い評価を得

で、 初めに USB 方式のデータ通信

を採る必要があると考えました。そこ

想し、他企業と差別化するための戦略

イル・ブロードバンドの市場になると予

データ通信が主流となり、未来はモバ

は音声が主流でしたが、我々はいずれ、

バイルでした。当時、日本の通信市場

した。その最初の顧客もまたイー・モ

参加する必要があると感じました。ま

イ・ジャパンもこうした活動に積極的に

業界団体があることを知り、ファーウェ

題となりました。

じて日本社会に融合していくことが課

企業と同じように日々の事業運営を通

いうことでしたが、その後は、他の日本

初の課題は、
いかにして生き残るのか、
と

れぞれ異なる課題に直面します。
設立当

私の使命です。企業は、様々な段階でそ

長を遂げていくこと、
これは社長である

閻社長 日本法人として持続可能な成

ような会社なのでしょうか。

年間はすべてが挑戦でした。
ファーウェイ

た。そこで我々は、基地局をベースバ

ム、NTT ドコモと共同開発したキッ

ず参加してみて、何をすべきかを把握

に欧州に赴任した後、 年 月に来日
し、
日本法人の設立に従事しました。
――日本進出は順調でしたか。

i
F
i
W

ルー

i
F
i
W
t
e
k
c
o
P

要があると。 年に日本経済団体連合

ドコモに

というタブレット端末を

が私たちの理念です。昨年から NTT

はなく、他にない商品を提供すること

バル企業であると同時に、日本の経済・

業をメンバーとするにあたって、グロー

です。経団連が我々のような外資系企

会の一員となったのもこうした考えから

他企業と同じ商品による価格競争で

供給していますが、最近の顧客満足度

社会の構成員として積極的に貢献して

b
a
t
d

i
n
i
m
d
a
P
i

b
a
t
d

は３位に入り、この

d
a
P
i

への融合をある程度果たすことができ

部品・資材や製品を調達し、日本社会

協業関係にあり、日本企業から多くの

す。我々は、すでに多くの日本企業と

いることを重視されていると考えていま

、
調査によれば、米アップルの
に次いで

結果には満足しています。

日本経済・社会への貢献

――パートナー企業にとってすでに大

22
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ウェイのことを知らなかったですから。

海外展開と日本進出

年に通信端末を提供しま

を含め、
中国企業や製品についての情報

ンド装置と遠隔無線装置の二つの部分

ズケータイなど、多様なイノベーション

し、徐々にそれを行動に移していく必

続いて、

が皆無であり、
中国企業に対する信用は

に分けてサイズを小さく、軽量化して、

により顧客を開拓してきました。

アであり、ファーウェイの力量に関心を

ありませんでした。私には、企業のPR

持ち運べる分散型基地局をつくった。こ

別なテクニックではなく、
丁寧に一つひと
つの信頼関係を構築することでした。
信
頼関係は、たとえ時間がかかっても、約
束を守るということを通して得られる
わけです。
一方、幸運なことに、当時の日本の
ICT 産業も変革期にあり、市場競争
の奨励、市場開放、国際基準の採用な

2

03

どを通した規制緩和の時期にありまし

11

1

6

た。そのような中で 年に、我々の最

その頃、日本にはいくつもの経済・

だけでなく、
信頼関係を築くという課題

07

れは革新的な製品でした。この協業に

閻社長 海外展開は 年からです。ま

華為技術の日本研究所が入居することになっ
たコンカード横浜

が与えられました。
そこで必要なのは特

97

05

06

JC ECONOMIC JOURNAL 11 月号 中国企業市民の素顔

たと考えています。では、このように日
を研究する大学の研究室への支援を行っ

人材育成については、現在、ICT

ています。また ICT を学ぶ学生を対

本社会で成長してきた我々は、いかに
恩返しできるのか。それが社会貢献活

全活動への支援を行っています。

しょうか。

閻社長 私はもう 歳過ぎですから、
夢

よりも使命を語るべきでしょうね
（笑）
。

きたことは私にとってのチャンスであ

ファーウェイに入社し、
日本に赴任して

――グローバル企業としてのファーウェ

るとともに、自分の使命とは何か、
とい

グローバル企業の戦略と新たな
日中協力

イの戦略においては、
日本はどのような

うことを改めて考える契機となりまし

象に本社での研修機会を提供していま

位置付けなのでしょうか。

た。私個人として思うことは、
日中が協

動です。この分野でも我々は経験が乏

名が参加しました。また、早稲田塾が

閻社長 日本は、技術の高さのみなら

力してできる分野はまだまだ多くあり

す。日本では今年初めて早稲田大学大

高校生を対象として展開する特別研修

ず、優れた人材が豊富であるというこ

ます。 過去数 年にわたって両国は共

しかったので、最初は専門家を招いてレ

「世界を知るサマースクール」の一貫とし

と、
さらに部品調達においても非常に重

学院国際情報通信研究科の大学院生

まず、東北の震災復興へのサポート
て高校生約 名が本社を訪問しました。

支援を行いました。企業としての義捐

経団連というプラットフォームを通じて

はすでに経団連のメンバーでしたので、

でもあります。第三に環境保全です。

人材の育成、これはファーウェイの強み

第二に、グローバルに活躍する ICT

開発することができれば、産業のグリー

も含めた広範囲で活用されるシステムを

企業などと共同で、物流、電力、農業

向上をはかる必要があります。他の日本

すので、ICT を使ってエネルギー効率

はエネルギー多消費産業ともなり得ま

化が重要と考えています。ICT 産業

のエネルギー効率向上、小型化、軽量

環境の取り組みについては、通信設備

地に 拠点あってグローバル化していま

ンターは、先にお話したように世界各

例えばファーウェイの主要 R&D セ

ます。

がグローバル企業たる考え方だと思い

中の企業と協力し、
共同で発展すること

ローバル資源を活用すると同時に世界

ありません。
技術、
人材、
部品といったグ

でグローバル企業になり得るわけでは

要です。
単に世界でものを売ることだけ

イは日本へ」という記事を目にしました

ま今朝、
「富士通は中国へ、ファーウェ

係づくりが可能となっています。たまた

ルで活躍する企業が出現し、新しい関

ですが、ファーウェイのようにグローバ

な競争力を持つ企業が少なかったわけ

例えば、かつての中国にはグローバル

が求められているのではないでしょうか。

期にある今、新たなかたちの協力関係

に発展してきましたが、
世界経済が転換

年 月当時にはファーウェイ・ジャパン

しょう。すでにアフリカや中東でも、太

多く、ロシアは数学に強い人材が多いと

すが、それは、インドにはソフト人材が

りはすでに始まっていると言えるかもし

が、このように、新しい協力関係づく

寄付、4000 万円相当の発電装置の

陽光を利用して電力を供給する基地局

贈呈などです。また、震災時は通信が

を 設 置 して

れません。このような日中の経済・技

特に重要ですから、通信サービスの充

います。
また、

いったように、各国にそれぞれの優位性

実に役立つように努力しました。日本

日 本 に おい

ぞれの優位性がある部分をその地域の

術協力の推進が私の使命であると思って

を一時的に離れるという決断を余儀な

ても 経 団 連

たインタビューを日中経協ジャーナル編集

企業に任せ、日本では、技術、人材と

部品調達の優位性を活用し、全方位の

部がまとめたものです。
インタビュー・編集

（本稿は 年 月 日午後に中国語で行っ

があるからです。ファーウェイは、通信

くされる外資系企業もあったと思いま

自然保護協

います。

すが、我々は、むしろこのような中で

議 会 のメ ン

事業展開を行っています。

担当：十川美香、
杜本水萌、
李葉箋）
。

12

――締めくくりに、閻社長の夢は何で

9

東北の震災復興についてお話すると、

金 1000 万円に加えて、社員による

ン化にも恩恵をもたらすことができるで

あります。

が社の社会貢献活動には つのテーマが

などによる日本の地域社会への恩返し、

クチャーをしてもらいました。現在の我

40

募金に会社が同額を上乗せし 万円を

10

10
仙台市長から贈呈された東日本大震
災に対する義捐金への感謝状

技術に優位性があるわけですが、それ

自分たちの責任を果たす必要があると

16

11
バーになり、
自然環境保
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40

3

感じたのです。本社からも多くの救援
物資が届きました。

13

78

3

●日中経済協会関西本部事務局長

調査の目的
中国の高齢者（ 歳以上）人口は
2012 年末で 億 9400 万人で
あったが、 年には 億人、 年には
億人を超えると予測されており、こ

25

社区（コミュニティー）に依拠し、組織

務」と位置づけ、
国は「在宅を基礎とし、

高齢化への対応を「国家の長期戦略任

「国務院の養老サービス業の発展加速

と紹介した。こうした政府の方向性は、

策措置を整備すること等が決定された

の優遇・補助金制度・人材育成等の政

推進等を図っていくこと、投融資・税金

が支える」という構想で社会的なシルバ

に関する若干の意見」（ 年 月 日付）

れはシルバー産業が大規模かつ継続的に

るべきこと、養老保険制度により高齢

各政府は高齢者事業を財政に組み入れ

し、日中両国の政府・研究機関・企業・

専門家会議には約 130 人が出席

ンスをつかむためには、まずは高齢化社

善事業促進司の王素英副司長が、 年

専門家会議では、民政部社会福利慈

題等について報告し、意見交換を行った

展開の事例および日中協力の展望と課

もに、産業界の動向や市場の現状を把

政策・法規等について理解を深めるとと

千人当たりのベッド数を ～ 床に増

までの発展目標として、全国の高齢者

て次のように多くの課題が山積している

が、中国ではシルバー市場の拡大に伴っ

20

握することが重要であると考えられる。

範囲を都市部社区で 100％、郷鎮で

やし、各種サービス施設がカバーする

①中西部では青少年が流出し高齢
7

という）に出席したほか、大連において

が一同に会する会議（以下「専門家会議」

シルバー産業従事者等の日中の専門家

主管する民政部や政策研究機関および

的な経験・理念・システム・技術に学

ンスであると述べた。また、日本の先進

業規模の拡大は外国企業にとってもチャ

１０００万人超にすることを掲げ、産

げ、シルバーサービス産業への就業者を

に関する会議を招集し、そこで都市の

ぶことが中国のレベルアップにつながる

中国政府が示す発展の
方向性とシルバー産業
の課題

サービス施設の建設強化、在宅サービ

との期待を示した。そして、 月 日

日に改正施行となった

スネットワークの構築、関連組織の設

ビス市場の発展、医療・保健との連携

「中華人民共和国老年人権益保障法」

に李克強総理がシルバーサービス産業

16

立強化、農村でのサービス強化、サー

月

8
は、高齢者（ 歳以上）と別々に暮ら

今年

１）
。

地方での関連事業の事例を調査した（表

北京において高齢化対応政策・制度を

9

が低下。 ③高齢化によりガンや心臓

ことが浮き彫りになった。

そこで、 月 日から 月 日の期間、

化率が高い。②労働年齢人口の就業率

40

％以上、農村部社区で ％以上に広

35

60

3

1

60

す家族は常に高齢者に会いに行くべきと

北京で開催された日中専門家会議

90

9

7
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する条文が話題となった。同保障法は、

ーサービスシステムをつくっていくこと、

拡大する市場であり、相応のビジネス

者の基本的な生活を保障すること、等

会に対応して中国政府が整備を進める

により具体的に提示されている。

チャンスが生まれることを意味する。公

6

2

団体等の代表が、人材育成、ビジネス

9

60

1

を明記している。

13

13

的色彩が強い同産業の中でビジネスチャ

3

今村健二
中国におけるシルバー産業の規模は、社会の高齢化とともに拡大しており、ここにきて政府が同産業の発展の方向
性を明確に示した。外資を含めた民間資本の導入を奨励する中で、特に日本が培ってきた経験やノウハウに期待を寄
せているが、構造的に収益モデルが見通しにくい市場とも言われている。9 月初旬、中国の政府・団体・企業等によ
る取り組みの現状と課題を把握し、今後のビジネス展開につながるヒントを探るため北京と大連を訪れた。その結果
をレポートする。

中国のシルバー産業発展の
方向性と課題
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病、脳卒中等が死亡原因として上昇し
てきており、治療重視から予防重視へ
の転換が必要。④長期介護のニーズが
高まるなか、在宅介護の基礎となる世
代が少ない。⑤中国は豊かになる前に
高齢化社会に入ったが、豊かになったと
しても介護のコストは高い。⑥都市化が
進む中で、高齢者のニーズへの配慮が不
足。⑦政府財政が有限である以上、民

施設を視察したが（表１）
、老人ホーム

の設計や運営方法、娯楽の在り方にも

日中の違いがあると聞いた。また、給与

が安く離職率が高いため、ケアをする

人材の確保難という問題を抱えているこ

とも分かった。前述した保障法や意見

は、中国政府が高齢化社会における課

題と対策を網羅し、発展の方向性を明

らかにしたものである。こうした政策と

が不足。⑪シルバー産業は新興産業で

から決めるべき。⑩現在は資金と人材

担能力、支給方式等を十分に検討して

つつ、世代間の福祉格差、次世代の負

入の是非は、諸外国の経験を参考とし

ユーザーの感想も重要。⑨介護保険導

ビス施設の評価は、ハード面だけでなく

経営について語ったが、その中で高齢者

老年リハビリ病院が自社サービス施設の

産業、四川合家盛投資、浙江杭州緑康

河南愛馨養老集団、山東陽光佳苑養老

等について説明した。民間からは親和源、

おける民間活力の利用および人材育成

政局が、サービス施設の建設・運営に

材・問題集の開発等について、北京市民

関や団体・企業等との連携協力、例え

せているが、今後は、各地方の政府機

日本企業のビジネス展開も広がりを見

収益モデルが見通せない産業でもある。

民間投資が向かうことは確実であるが、

シルバー産業には多額の政府資金と

ス構築が必要だと思われる。

高齢者や家族のニーズを汲んだサービ

うえで、日本方式をベースにして中国の

歩調を合わせ、市場の特性を熟知した

あり、すべての人、すべての家族と関わ

の楽しい暮らしと生活の質を大事にしよ

間の参加を奨励する必要あり。⑧サー

りをもつ産業。これからの経済発展のエ

うという理念が印象に残った。

専門家会議では、シルバー産業関連

者ではなく、購買者と監督者に変わる。

題。政府は高齢者サービスの直接供給

国家発展改革委員会国際合作中心と協

と協力して取り組むこと、北京において

産業の連携促進について大阪商工会議所

筆者から日中経済協会が日中シルバー

のビジネス展開について紹介した。また、

ジア投資、ＳＭＳ北京の各社が中国で

日本側はニチイ学館、リエイ、日本ア

バーサービス産業の展開―」
『神戸大学

ルバー産業―公的介護保険制度とシル

参考文献 小田利勝「高齢化社会とシ

なるかもしれない。

の活用等も新たなビジネスのきっかけに

が建設しているシルバー用品産業パーク

流、あるいは大連雄偉保健品有限公司

養老福利協会のような専門団体との交

ば大連市民政局が推奨していた大連市
ンジンとするため産業構造の改革が課

の各種取り組みが紹介された。中国側

力して「高齢化に対する日中企業対話

6

1

各種の取組みと今後の
ビジネス展開

からは政府機関として民政部職業技能

発達科学部研究紀要』第 巻第 号、

年。

学習会」を開催することを紹介した。

北京と大連で様々なタイプのサービス
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大連国際老齢産業博覧会でのウイズネットの
ブース

鑑定指導センターが、養老介護員に関
する国家職業技能標準の作成および教

98

利愛老年看護服務中心（リエイ現地法人）
社区養老院「寸草春暉」
建外街道老年管理服務中心（デイケアセンター）

大連国際老齢産業博覧会

9月4日

09:00 ～ 20:00 高齢化問題に関する第２回日中専門家会議
（主催：国際協力機構中国事務所、北京師範大学中国公益研究院）
9月5日

10:30 ～ 11:45
14:30 ～ 15:30
16:15 ～ 17:00

9月6日

09:00 ～ 10:00 大連市民政局
10:15 ～ 11:45 大連維斯福祉諮詢有限公司（ウイズネット現地法人）
14:00 ～ 15:00 大連雄偉保健品有限公司
16:00 ～ 17:00 松山頤養院（高級老人ホーム）
9月7日

11:00 ～ 12:00
北京の社区養老院「寸草春暉」

訪問・交流先
表1

上海事務所発

日本アニメ、
キャラクター
文化
更なる深化へ
●日中経済協会 上海事務所 所長●

横山達也

上海市で 月から、日本の人気

アニメ「新世紀エヴァンゲリオン

（EVA）
」をテーマにした展示会

「EVA 新世紀福音戦士大展」が

開催される。中国における日本ア

ニメの展示会としては過去最大規

模で開かれる予定で、主催者によ

ると来場者はおよそ 万人を見込
んでいる。

日中の国交が正常化して以降、

日本の漫画やテレビドラマ、映画

などは、多くの中国の人たちに日

本語や日本の文化に関心を寄せる

機会を提供してきた。現在、日系

企業で働く多くの中国人も、その

影響を受けて日本語を学習したと

いう人が圧倒的に多い。インター

ネットの普及した今日でも、アニ

メを始めとした日本のキャラクタ

歳代の都市住民で、趣

日

国限定の関連グッズ販売などを通し

てファンの拡大を図るほか、コラボ

商品や宣伝活動などを通じて企業へ

のコンテンツビジネスの PR を行

うことが狙いだ。

26
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戦う人型兵器「エヴァンゲリオン」

とそれを操る主人公たちの物語。日

本で 年代後半から放映されて大き

な反響を呼び、その後、映画化され

たり海外のテレビなどでも放映され

ている。

中国でもすでにインターネット

などを通じて多くのファンがいると

いう。今回の展示会の主催者である

上海世紀華創文化形象管理有限公司

によると、インターネット上では数

百のスレッドが立ち上がり、フォロ

ワーも 万人単位で存在。日本から

持ち込まれた関連グッズも人気とい

〜

う。主なファン層は、男性を中心と

した

味にお金を使うことができる月収

5000 元程度の人と分析してい

る。

展示会は、上海市浦東地区の一大

月

商業街である正大広場の 3000

平方メートルを会場に、

日 間 に わ た っ て 開 か れ る。

16

1000 点余の展示物のほか、中

から

11

ーは、多くの若者に受け入れられ

発や観光客誘致など新たなビジネ
スにも発展している。

中国の日本アニメ展
示では過去最大規模

「EVA」は、大災害後の近未来

の世界で、次々と襲来する謎の敵と

30

20

90

10

20

16

11

ているだけでなく、関連商品の開

11 月に上海で開かれる EVA 展示会ポスター
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巨大化する中国アニ
メ産業と海外からの
流入規制
中 国 の ア ニ メ 産 業 市 場 は、
％増加

、 年には

注１

年に

らう大きな理由にもなっている。こ

スストアがコラボしたアンテナショ

のキャラクターと日系コンビニエン

とした

ビ放映する内容を許可制

れらの解決策の一つとして

注３

ことを皮切りに、 年には 時から
時までのゴールデンタイムにお

ターネット事業者による正規配信が

は、日本の放送局と中国の大手イン

に展開されている。

ップも兼ねる店舗は、上海市内各地

アニメ放送以外にも DVD、ゲー

日本で放映した 時間後に字幕付き

開始され、幾つかの最新のアニメは

ける海外番組の放映を禁止した

ム、演出（ショーなど）のコンテン

アニメ産業は、放映自体の収入よ

務省が進める日本のコンテンツやポ

る。在上海日本国総領事館では、外

で無料視聴できるようになり、無断

さらには知的財産保護のための商標

り関連グッズや DVD などの売り

ップカルチャーの普及推進活動に加

ツすべてに事前審査が必要で、その

関連商品の販売以外にも、日本の

登録にも長い審査期間を必要として

上げが主な市場であり、かつて中国

え、日本のアニメの舞台となった地

転載などは徐々に減少傾向にあると

いる。 年以降で中国のテレビで放

のテレビ放映で人気を博した日本の

域への観光誘致のためのパンフレッ

審査機関も文化部、国家新聞出版広

映が新たに認可された日本アニメ

アニメやキャラクターたちも、コミ

アニメなどを活用した取り組みがあ

は、
「テニスの王子様」のみ。ただ

トを作成配布したり、中国の人が楽

透明だ。

ションした関連商品へと大きく変貌

を遂げながら、中国の人たちに受け

入れられている。例えば「ちびまる

子ちゃん」では、発売開始から カ

月で 万セットの売り上げを記録し

となり、海賊版の問題もあわせて、

有権に関する問題として大きな話題

ているものが多く、日本でも知的所

非公式に個人が動画サイトに転載し

インターネットによる視聴。ただ、

しい手段として普及しているのが、

アニメが中国の人たちに伝播する新

テレビ放映が減少する中、日本の

れまで 5000 万本が出荷されて

は、乳酸菌入りのヨーグルトで、こ

連グッズで最大の売り上げを誇るの

行している。
「ウルトラマン」の関

力したクレジットカードを 万枚発

中国の大手銀行である招商銀行と協

る家庭用品や衣類、文房具のほか、

たティッシュペーパーをはじめとす

新たな形で広がりを
見せる日本のアニメ
やキャラクターたち

品から、様々なグッズとコラボレー

ック本やビデオなどのシンプルな商

いう。

1

播電影電視総局など複数に分かれ、

キャラクターを活か
した新たな取り組み

。

17

注４

06

し、本作品も 年おきに審査される

06

ため、今後も継続放映できるかは不

5

2012 年は前年度から
した約 760 億元で
1000 億元市場になるといわれ
る。政府はアニメ産業の育成に大
きな力を入れる一方、海外からの

11

2

流入に対しては厳しい管理を行っ
て い る。中 国 国 内 で は、450 の
大学にアニメの専門学科があるほ
か、1300 の 育 成 機 関・ 専 門 学
校、 に及ぶアニメ産業園や産業基
。 年
注２

20

いる。また、
「名探偵コナン」など

ずらりと並ぶ「ウルトラマン」グッズと孫剣さん

「ちびまる子ちゃん」とコラボした
招商銀行カード

日本のアニメ業界が中国進出をため
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地がある。また、アニメ関連企業は
約 6500 社あるという

一方で、中国政府は 年からテレ

像時間の約 倍にもなるそうだ。

同年の日本で制作されたアニメの映

トルで、
映像時間にして 万分間で、

に制作されたアニメは 435 タイ

11

52

15 22

26

00

3

50

60

上海事務所発

メなどを上映する新聞文化センター
がたい」とは熊本上海事務所の吉田

ほしいとの要望も増えていて、あり

光客誘致、物産販売などの相乗効果

子ちゃん」
、
「名探偵コナン」など日

は、
「ウルトラマン」や「ちびまる

海世紀華創文化形象管理有限公司

中でも、著作権や商標への対策、海

ない」と述べ、政策的な制限のある

れられる。アジア人の感性は変わら

「日本のアニメは中国でも受け入

中学生時代に「美少女戦士セーラ

ームーン」
、
「スラムダンク」などの

日本アニメに夢中になったのがきっ

かけで、グループ名も日本のアニメ

人 で、1990 年

に由来すると話す。グループのメン

バーは現在約

生まれが最も多い。上海では日本ア

ニメの愛好者が特に多く、コスプレ

グループも相当数あるとのことで、

毎年 度、全国のアニメやコスプレ

のファンが集う
「ChinaJoy」

というイベントが市内最大の展示会

場で開かれる際には、約 万人が参

加しているそうだ。

日本と中国のアニメの違いを尋

ねると、中国は古代の話題や道徳的

な話が多く、日本は現代をテーマに

28
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メリットやきっかけも必要」と日本

のアニメやキャラクターの活躍を願

う。

結び

宋希文さんは、 年に結成された

代の女性だ。

に出演するなどの活動を続けている

のコスプレを楽しんだり、イベント

日本や中国のアニメのキャラクター

乗勤務のかたわら、集会を開催して

之憶」の団長を務める。国際線の搭

上海最大のコスプレグループ「青空

06

てもらえた。イベントなどにも来て

を常設するほか、公式行事にキャラ
二浩所長。同県のホテルに作られた

熊本上海事務所開所をはじめ、
同県、
に期待を寄せている。

日本への関心、理解
を深める役割を担う
重要な産業として今
後も期待

本のアニメに関する版権の管理、商

外作品のローカライズ化、許可申請

日本の人気アニメの衣装に身を包む中国の愛好者たち

しめる漫画や書籍の閲覧や日本アニ

クターを登場させるなどしている。
キャラクタールーム「くまモンルー
ま BAR」などを訪れる中国の旅

他方、ご当地キャラクター（ゆる
まモン」も、熊本県営業部長として
行客も現れ始め、知名度アップと観

ム」や、地酒が味わえる飲食店「く

中国でも活躍している。 月 月の

キャラ）
として日本で最も有名な
「く

中国でも人気の「くまモン」

九州の自治体が開催する物産展やイ
ベントに「出没」し、多くの中国人
を集めている。香港や台湾で動画サ
イトを通じて人気が高まり、上海な
ど中国各地でも若い女性などを中心
に話題となっているそうだ。
「まず

品の企画開発・販売や出版、コピー

の手続き、偽物対策、ネットやコラ

めた。

商品の取り締まりなどを取り扱う企

ボ商品を活用した宣伝告知、中国の

60

今回の展示会を企画・運営する上

業であり、孫剣総経理は日本の玩具

現地パートナーの確保、などができ

1

1

は熊本県がどこにあるのかを認知し

産業をはじめコンテンツビジネスを

ればビジネスは進められると強調す
る。

ンツは産業という観点だけでなく、

10

年以上にわたり展開している。昨
年も中国で 本しか劇場上映が認め
ルトラマンティガ 」を手掛け、鑑

日中間をつなぐ人材を形成する大切

総領事館のある担当者は「コンテ
賞者 100 万人以上、興行収入は

な役割を果たす。語学を学ぶには、

られなかったうちの 本である「ウ

3000 万元を超える大成功を収

1

2

20

20
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卞静

中

国四大伝統祭りの一つである中秋節

える一方、バラ売りで 1 個数元から十数元

の 1 カ月前に、中秋節に欠かせない

の月餅が主役となり、贈答用の箱詰め月餅

月餅はすでに登場した。昔から中国では、

もほとんど 200 元前後の手頃な価格であ

中秋節に家族揃って、月を礼拝した後、月

る。テレビ局の取材に対して、店員は「今

餅を月と見立てて食べる習慣がある。子供

年は政府関係や国有企業からの注文は急

の頃、中秋節の夜に家族の年長者が月餅を

減し、高級月餅の売れ行きが低迷している」

家族の人数分に切り、みんなで一人一切れ

と話した。多くの月餅業者はターゲットを

ずつ食べたことを今も覚えている。今では、

個人、民間企業などにシフトを図り、昔な

丸い形の月餅が家族円満を象徴することか

がらの伝統を受け継ぐ月餅（具が一般素材

わず、ダフ屋から回収された商品券を額面

ら、家族団らんの願いを込めて、家族や友

の「豆沙」・
「蓮芸」・
「椰蓉」・
「五仁」など）
、

よりかなり低い価格で購入する。例年は中

人にプレゼントする習慣へと変化した。特

低価格帯の箱詰め月餅を生産している。
「中

秋節の 1 カ月前から、各月餅店舗の前でダ

にビジネス上の付き合いで見栄えのよい月

国焙烤食品糖製品工業協会」は、公費に

餅を贈ることは欠かせない。しかし、高級

よる月餅消費制限政策の影響を受け、今

「新雅」本店、上海一の食品デパートを誇

な素材に凝った月餅に高価なお茶、洋酒な

年の月餅販売量は 2012 年の販売実績を約

る「上海第一食品商店」の前では、商品券

どをセットにしたり、月餅を金や銀で作ら

20％下回ると予測している。上海現地紙に

を持ち、
通りすがりの人に
「月餅券は要るか、

れた容器に入れたり、現金や金券の封筒を

よると、同市で最も有名な月餅ブランド「杏

月餅券はあるか」と声を掛けながら、ウロ

月餅箱に詰めたりするなど、贈答と賄賂の

花楼」は、200 元以上の箱詰め月餅の販

ウロしているダフ屋の姿をよく見かける。

区別がつきにくいケースは少なくない。

売不振により、月餅全体の販売額は前年比

しかし、今年は公費による月餅の消費が制

今年は例年と違い、中国共産党中央紀

15％減少した。また老舗菓子業者の
「新雅」

限されるため、仕入れ元を失ったダフ屋の

律検査委員会が 9 月 3 日付で通達を出し、

は、高級な箱詰め月餅の販売量が急減した

人数は例年の半数まで急減している。
また、

「中秋節・国慶節を控え、公費による月餅

一方、バラ売りの販売量は前年比 10％上昇

高級月餅の需要先も減ったため、老舗ブラ

の贈答および接待をやめ、楽しく和やかで

し、販売額の 9 割は 200 元以下の月餅に

ンド（
「杏花楼」
、
「新雅」など）や人気ブラ

風紀の正しい中秋節・国慶節を過ごす」こ

よるものであるとした。

ンド（
「ハーゲン・ダッツ」など）の商品券

とを求めた。習近平国家主席が掲げている

公的消費制限の影響はダフ屋にも広がる

毎年この時期になると、スーパーの主役となる
高級な箱詰め月餅だが、今年は販売量が急減

フ屋が暗躍している。特に「杏花楼」本店、

しか買い取りが成立しない。

汚職撲滅・贅沢消費抑制政策の一環として、

と見られている。ここ数年、月餅現物の代

習近平国家主席の当初の目的は、政府

公費での豪華な宴会や団体旅行、娯楽活

わりに、月餅商品券を贈る場合も多い。商

による不正、不透明な資金の使用を改めよ

動、官官接待などについては厳しく責任を

品券は、荷物にならず、気軽に郵便・速達

うとするものであるが、腐敗撲滅が進んで

追及するとしている。公費消費の制限によ

で送ることができ、また受け取った人は好

いる一方、消費の落ち込みの影響も大きい

り、今年の高級月餅市場は大きな痛手を被

きな時に最寄りの店舗で品物と引き換えら

と感じる。ちなみに、いよいよ上海ガニの

っている。例年の中秋節には、常識はずれ

れ、賞味期限の心配もなく、とても人気が

季節になるが、養殖業者によるとこれまで

の高価月餅贈答品がニュースのネタになる

ある。また、月餅が要らないなら、その商

上海ガニ全体の約 4 割は公費で消費され

が、今年は、高価月餅は影を潜めてしまい、

品券をダフ屋（中国語では「黄牛」と呼ば

ていたが、今回の公費消費制限の影響は

全くニュースの話題になっていない。スーパ

れる）に売れば、現金をもらえる。一部の

上海ガニにも波及するのだろうか。

ーなどの食品売り場でも高価月餅の姿は消

会社は、月餅商品券をメーカーから直接買
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したものが多いほか、友情

●上海事務所

や愛情、夢などがストーリ

ー性を持って表現されてい

るという。宋さんは日本語

が話せないものの、これま

で何度も日本各地を訪問

し、現地のイベントに参加

したり、アニメに関わらず

公的消費制限の影響、高級月餅市場
に打撃、ダフ屋にも波及

多くの人との交流も楽しん

でいる。
「 最近のコスプレ

の流行は、
『 進撃の巨人 』
。

とにかく色々な人との出会

13

いが楽しみです」と笑顔で

12

話した。

7

注１：中国文化部発表。

年 月 日人民日報日本語

2

版など

注 ：上海世紀華創文化形

象管理有限公司の調べによ

る

3

：中国広電総局第

21

注

08

137 号文書

注 ： 年からは 時まで

と規制範囲は拡大している

4
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弁護士 村尾龍雄

もっとも、例えば上記のうち、ゲーム機・遊戯機の販売およ

弁護士法人キャスト

田中良和

藤田直佑

業の設立段階においては商務部門による審査認可が必要です

びサービス、文化サービス分野については、文化部から細則規

が、この手続が不要となり、備案管理で足りることになります。

定に当たる通知が発布されていますが、一定の手続きには上海

なお、この備案の手続に関する具体的な細則規定については

市の文化主管部門の関与が予定されており、実務運用の仕方に

すでに発布されていますが、前記のネガティブ・リストに記載

よっては実質的な開放が限定的になる可能性もあります。

されるプロジェクトに関するものについては規制緩和の対象外

そのほか、
「総体方案」は、外資による参入前の「内国民待
遇」およびネガティブ・リストを核心とする投資管理体制を採

となっています。
(4) 貿易手続等の簡素化

用しています。これはリストに記載されていないプロジェクトに

「総体方案」においては、
「試験区」内における通関業務の

ついては、原則として外商投資プロジェクトに特有の審査確認

簡素化や貨物のやり取りの円滑化等の検討が予定されていま

や外商投資企業に特有の審査認可を不要とし、備案管理で足

す。例えば、従来、広義の保税区において行われていた「二線

りることとするものです。WTOとの関係でみると、
中国は、
本来、

管理」
（国外と保税区との間を第一線、保税区と一般区域の間

サービス貿易分野に関して、サービス貿易についてのルールを

を第二線とする二段階の管理）について、
「試験区」では、第

定める GATS において、WTO 加盟議定書に関わるサービス約

一線の管理を開放し、申告手続を貨物入境後に行うこと等の

束表において内国民待遇原則を適用すべき旨を定めた範囲に

調整が予定されています。また、各部門による監督管理の協力

限り、同原則を適用すれば足ります。しかし、
「試験区」では、

強化が予定されており、税関・質量検査・工商・税務・外貨等

当該範囲を超えて、積極的に外資へサービス貿易分野を開放し

の管理部門の協力による一体化した管理体制の構築を目指す

た点が注目されます。

ことになっています。

9 月 29 日に上海市人民政府から発布されたネガティブ・リス

(5) その他

トに関する公告によれば、不動産開発について中外合弁の形式

「試験区」に設立された企業が国外投資をする場合、一定の

に限定される等、製造業、建築業、卸・小売業、金融業など

例外を除き、審査確認を不要し、備案で足りるとする規制緩和

16 業種 190 項目について禁止・制限を定めています。この点、

が図られています。

大きく開放しているかに見えますが、前記のサービス分野の開

また、税制面では、例えば、試験区内の生産企業等が輸入す

放を除き、
「外商投資産業指導目録（11 年）
」の制限類及び禁

る必要な機器・設備等の貨物が、現行政策の枠組みの下で免税

止類と比較して大きく開放されたとまで評価できるかについて

とされ得ること等が予定されており、これらの政策・制度について

は検討の必要があります。

は、徐々に関係規定の整備が進めされると予想されます。

(2) 金融領域の開放とイノベーション

4．
「試験区」と中国における自由貿易拡大の可能性

「総体方案」は、
「リスク制御性の前提の下」という留保を置

サービス貿易については、日本、米国、EU 等 WTO 加盟国

きつつも、現行法下では様々な規制がある人民元の資本項目

有志において、一層の自由化拡大を目指す新サービス貿易協

の兌換可能化、金融市場の利率の市場化、人民元のクロスボ

定（TiSA）が交渉中ですが、中国は 9 月までの時点で参加して

ーダーでの使用等を行うことの他、
「試験区」内での比較的自

いません。
「試験区」におけるサービス貿易の開放拡大は TiSA

由な外貨管理体制を検討することとしています。既に銀行業監

交渉参加の試金石であり、中国の交渉参加の可能性を導くもの

督管理委員会からも、
「総体方案」に合わせて、試験区内にお

であるとの評価もあります。また、
「試験区」開設は TPP に中

いて内資銀行、非銀行金融会社、外資銀行それぞれについて

国が参加するための準備ではないかとの見方もできます。

の規制緩和を行う方針を示す通知が発布されています。

中国政府が改革開放路線の下、自由貿易の拡大を検討して

このほか、人民銀行による「試験区」の金融改革方案の制

いることは確かであり、実際に、広東省が自由貿易区を設ける

定等が予定されており、金融政策については徐々に具体的な制

案を国務院に提出した旨を発表している他、複数の都市が自由

度が形成されていくものと予想されます。

貿易区の設立を検討しているとも言われ、自由貿易区設置の流

(3) 法制領域の制度保証の完全化

れが中国全土に拡大していく可能性は否定できません。

「総体方案」および「国務院に授権して中国（上海）自由貿

もっとも、
「試験区」以外の地域について国務院が自由貿易

易試験区において関係法律所定の行政審査認可を一時的に調

区の設置を承認したのとの情報は入手されておらず、また、
「試

整させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」

験区」も現状はあくまで 2 ～ 3 年の間、試験的に設置される

に基づき、
「試験区」では、13 年 10 月 1日から 3 年内におい

ものであって、将来的な方向性は未確定な状態です。

て、
「外資企業法」等の三資企業法のうち、外商投資企業の設

なお、中国の TPP 参加に関しては、少なくとも13 年 9 月 17

立、M&A、経営期間延長等を規制に関する規定の適用が試験

日に開催された商務部の定例プレス発表の場では、中国政府

的に停止されます。例えば、
「試験区」外の場合、外商投資企

の態度に変更はない旨の回答が示されています。
JC ECONOMIC JOURNAL 2013.11
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中国
（上海）
自由貿易試験区について
新たに開設された中国（上海）自由貿易試験区とはどのようなものですか。開設に至った政治的
な背景と共に、その概要について教えてください。
1．中国（上海）自由貿易試験区の概況
2013 年 9 月 29 日午前に上海市人民政府が開業式典
を開催し、中国（上海）自由貿易試験区（以下「試験区」とい
います）が開設されました。
「試験区」は、全国に先駆けて試
験的に区域内における金融規制緩和、サービス業の外資への
開放拡大、通関業務の簡素化等を実施するもので、2 ～ 3 年
の試験期間を経て、中国全国規模での更なる改革開放政策を
模索することを総体目標としています。
「試験区」は、上海市浦東新区所在する既存の上海外高橋保
税区、上海外高橋保税物流園区、洋山保税港区、上海浦東空
港綜合保税区等の 4 つの税関特殊監督管理区域（合計面積約
28.78 平方キロ）を含む範囲に設置されました。
「試験区」の
範囲については、今後の状況を踏まえて徐々に拡大していくこ
とが予定されています。
金融規制緩和等を受けて、中国資本銀行 8 行のほか、米シ
ティバンク等の計 11 の金融機関が開設と同時に「試験区」に
進出しました。また、サービス業の開放拡大を受けて、
「試験区」
の備案第一号となった IPTV 中国最大手の百視通と米マイクロ
ソフト社による合弁会社の他、多くの外資サービス企業が進出
し又は進出を検討しています。

2．
「試験区」開設の背景と経緯
中国において保税区を自由貿易区にモデルチェンジする構想
が議論され始めたのは、おそらく03 年 12 月 9 日に全人代常
務委員会副委員長であった成思危氏が提案した頃だと思われ
ます。その後、05 年に上海市、深圳市等が自由貿易区開設を
提案し、08 年以降、国務院発展研究中心等によるが実地調査
が実施されました。特に上海市においては、11 年 11 月に浦東
新区で世界自由貿易園区大会が開催され、自由貿易園区建設
の意向を対外発表する等、自由貿易区開設に強い熱意が示さ
れていました。
かかる状況の下、13 年 3 月 17 日に全人代で国務院総理に
選任され、就任会見において持続可能な経済成長維持を最重
要課題に挙げた李克強氏は、就任後間もない 3 月 27 日から

進のための金融規制緩和という制度改革は、1 つの大胆な試
験的取り組みと評価できます。
「試験区」構想における大胆な金融規制緩和に対しては、こ
れを不安視する金融監督管理部門による反対意見もありました
が、李克強氏の支持の下、13 年 5 月 18 日付で国務院が国家
発展改革委員会に対して示した経済体制改革の重点業務の意
見において「試験区」設立が盛り込まれ、7 月 3 日には国務院
常務会議で「中国（上海）自由貿易試験区総体方案」
（以下「総
体方案」といいます）が原則的に可決されるに至りました。

3．
「試験区」における政策の主要な内容
「試験区」における政策の大枠については、国務院が 13 年
9 月 18 日付で発布した
「総体方案」に示されています。この
「総
体方案」を受けて、上海市人民政府は 13 年 9 月 29 日付で「中
国（上海）自由貿易試験区管理弁法」をはじめとするいくつか
の関係法令を公布・発布しています。工商行政管理総局等の各
行政部門からもこれに合わせた細則規定に該当する通知等が
発布されており、今後、さらに法制度が整備されていくものと
予想されます。
(1) 投資領域開放の拡大
「総体方案」では、
「試験区」において、金融や航運等 6 分
野 18 業種のサービス業の開放を拡大することを明記していま
す。例えば、中国の民営資本が外資金融機構と中外合資銀行を
共同設立することが認められること、ファイナンス・リース会社
の一部子会社についての最低登録資本制限の不適用や商業フ
ァクタリング業務の兼营を可能とすること、外資企業による一
部の付加価値電信業務やゲーム機等の生産・販売を可能とす
ること（一定の場合は試験区外でも販売可）
、外商独資医療機
構の設立を可能とすること等が規定されています。
外資への開放が拡大されるサービス分野
金融サービス

銀行サービス、専門健康医療保険、ファイ
ナンス・リース

航運サービス

遠洋貨物輸送、国際船舶管理

商業貿易サービス

付加価値電信、ゲーム機・遊戯機の販売及
びサービス

専門サービス

弁護士サービス、資金信用調査、旅行社、
人材仲介サービス、投資管理、工事設計、
建築サービス

文化サービス

講演仲立、娯楽場所

社会サービス

教育研修・職業技能訓練、医療サービス

29 日にかけて上海市等を視察し、上海綜合保税区の基礎の下
に自由貿易試験区を設立する計画を支持する意向を示すと共
に、長江デルタ地域においてさらなる改革開放を模索すべき旨
を主張しました。この際、李克強氏は、中国経済を成長させる
ためには、内需拡大に立脚し、開放拡大の中で国内市場をう
まく育成・開拓すべきとし、特にサービス業発展のために努力
し就業を拡大すべきことを強調しています。このような第二次
産業から第三次産業への転換によるさらなる経済成長の図式の
中で、
「試験区」におけるサービス業の開放拡大と外資算入促
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■ 9/8-11 大気改善設備技術交流ミッション訪中

当会岡本理事長を
団長とする「大気改
善設備技術交流ミッ
ション」一行が 9 月
8 日から 11 日 まで北
京を訪問した。商務
部、環境保護部、国
家発展改革委員会の
4/24
各幹部および張工北
北京市での説明会にて挨拶する岡本理事長
京市副市長と面談し
た。各社の技術・設備、地方自治体の規制等に関する情報を収
録した DVD・資料集の概要を説明の上、参加企業代表より自社
の実例を紹介した。

■ 9/24-27 湖北省黄石市張家勝副書記一行を受入

黄石市張家勝副書記を団長とし、市城郷建設委員会主任、農
業局局長、外事弁公室副主任らからなる一行 6 人が 9 月 24 〜
27 日、日中経済協会の手配で、大阪、愛知、諏訪、東京を訪
問した。大阪ではクボタ、愛知ではデンソーを訪問、水処理・農
業機械・コールドチェーンについて意見交換を行った。同市は多
くの湖沼を抱え、排水対策・水質浄化が急務となっており、この
機会に日本で唯一水質浄化に成功した諏訪湖の流域下水を処理
する豊田終末処理場を視察、東京で開催した企業交流会では水
処理を重点に交流を行った。また東京近郊では三菱樹脂の植物
工場と柏の葉スマートシティを視察した。一行は、省エネ・環境
に配慮した都市建設に向け、日本との協力・プロジェクト形成に
ついて引き続き日中経協との連携を強化することを表明した。

■ 9/8-11 山東省グリーン建築訪日代表を受入

張洪躍・済南市城郷建設委員
会副主任を団長とする一行 8 人
が、日本のグリーン建築技術や
スマートシティ開発などへの理解
を深めると同時に、企業交流セミ
ナーを通したマッチングを目的と
して訪日。LIXIL, 柏の葉スマー
トシティ、東芝などを訪問した。

山東省はスマートシティ、グリーン建築分野に非
常に力を入れている。（LIXIL ショールーム視察）

JCNDA NEWS
2013 年 9 月の日中東北開発協会の活動から

■ 9/9 大連金州新区経済貿易局・佟副局長一行来会

９月９日、大連金州新区経済貿易局・佟玉林副局長一行３名が
来会、生田理事長ほかが対応した。席上、今年新潟県で開催予
定の日中経済協力会議を含む日中間の経済交流や大連市の経済情
勢等に関して、幅広く意見交換した。
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先日、中国の不動産開発大手グループが、青島に「中国版ハ
リウッド」を建設すると話題になった。20 の映画スタジオや
音響施設、アニメ製作所などを設置。総投資額は 500 億元で、
起工式はレオナルド・ディカプリオなどの大物ハリウッドス
ターらを招いての盛大な催しとなった。チャイナマネーの海
外での評価は必ずしも芳しくないが、地理的近さゆえに将来
日本からも中国進出を狙うスターが誕生する可能性もあるの
では？（M）
＊購読のお申し込み先

政府刊行物東京サービスステーション
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山西省

2013 年度（第 39 回）日中経済協会訪中代表団は、地方視察として山西省を訪問する予定です。
山西省は、黄土高原東部に位置し、北京からの移動時間は、高速鉄道で約 3 時間、飛行機で約 1 時間。120 種類以上の
地下資源を有し、石炭埋蔵量は 2,600 億トンを超え、中国全土の約 20％を占める。特産品はお酒と香酢が最も有名で、
杏花村汾酒、竹葉青酒は中国の名酒。特色料理は平遥牛肉、太谷餅、刀削面など。

平遥古城

中国に現存する最も完璧な
古城といわれ、1997 年に
世界遺産として登録され
た。平遥古城の現在の城
壁は明の洪武 3 年（公元
1370 年 ） に 造 ら れ、 明
清代から現存する城壁で
は最も状態が良く、城内
には明清代の建築物が数
多く保存されている。今
も４万人以上が生活す
る生きた歴史遺産である。

雲崗石窟

雲崗石窟は中国三大石窟の一つで、敦煌の莫
高窟、洛陽の龍門石窟とならび世界文化遺
産に登録されている。雲崗石窟は約 1600 年
前の北魏の時代に掘られたもので、洞窟 53、
彫像５万体以上が造られた。インド、ギリシ
ャなどの西洋芸術の影響を強く受けている。
中でも雲崗のシンボルともなっている第 20
窟の露天大仏は高い鼻、大きな目、長い耳、
丸い顔がインド仏に近い姿をしている。

代表的な企業
太原鋼鉄

山西刀削麺

山西省データ
面積：15 万 6,700 平行キロメートル（本州の西半分＋四国と同程度）
人口：3610 万人
省長：李小鵬
GDP：1 兆 2112.8 億元（2012 年）前年比 10.1％増
1 人当たり GDP: 33,628 元（約 5,500 米ドル）
主要産業：鉄鋼、重機
・中央政府は、北京周辺都市の大気汚染処理用に 50 億元を用意する
と発表。対象地域は、北京、山西、天津、華北、内モンゴル、山東
の 6 省。（10 月 14 日付）
黒龍江省

吉林省
内モンゴル自治区
新疆ウイグル自治区

遼寧省

北京市
寧夏回族自治区

山西省

太原

陝西省

青海省
甘粛省

天津市

河北省

山東省
江
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河南省

チベット自治区
重
慶

湖南省

江西省

市

四川省

湖北省

貴州省
雲南省

蘇

省
上海市

浙江省

福建省

広西チワン族
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